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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基体に対して第２の基体を相対的に開閉可能に備えた遊技機において、
　遊技機を電源投入状態および電源断状態に切り替える電源切替手段と、
　前記第１の基体および第２の基体の相対的な開放状態および閉鎖状態への変化を検出可
能な開閉検出手段と、
　不正行為が行われた際に検出値が変動するよう構成されて検出値に基づいて検出信号を
出力する不正検出手段と、
　前記不正検出手段が不正検出信号を出力する基準となる基準値を設定する設定手段とを
備え、
　前記設定手段は、前記電源切替手段が電源投入状態に切り替えられると共に前記開閉検
出手段が前記第１の基体および第２の基体の相対的な閉鎖状態を検出した場合に、前記基
準値を設定するよう構成されると共に、前記電源切替手段が電源投入状態にある状態で前
記第１の基体および第２の基体が相対的な開放状態から閉鎖状態に変化したことを前記開
閉検出手段が検出する毎に、前記基準値を設定するよう構成されると共に、
　前記不正検出手段は、当該不正検出手段の配設位置における周囲温度が基準温度を超え
た場合に前記不正検出信号を出力するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　第１の基体に対して第２の基体を相対的に開閉可能に備えた遊技機において、
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　遊技機を電源投入状態および電源断状態に切り替える電源切替手段と、
　前記第１の基体および第２の基体の相対的な開放状態および閉鎖状態への変化を検出可
能な開閉検出手段と、
　不正行為が行われた際に検出値が変動するよう構成されて検出値に基づいて検出信号を
出力する不正検出手段と、
　前記不正検出手段が不正検出信号を出力する基準となる基準値を設定する設定手段とを
備え、
　前記設定手段は、前記電源切替手段が電源投入状態に切り替えられると共に前記開閉検
出手段が前記第１の基体および第２の基体の相対的な閉鎖状態を検出した場合に、前記基
準値を設定するよう構成されると共に、前記電源切替手段が電源投入状態にある状態で前
記第１の基体および第２の基体が相対的な開放状態から閉鎖状態に変化したことを前記開
閉検出手段が検出する毎に、前記基準値を設定するよう構成されると共に、
　前記基準値を設定する際に前記不正検出手段の検出値が所定範囲を超えて変動する場合
にエラー信号を出力するよう構成されている
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、第１の基体と、該第１の基体に対し相対的に開閉可能な第２の基体とを備
えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、遊技機の一つであるパチンコ機は、前後に開口する矩形枠状に形成されて遊技
店の設置枠台に固定される固定枠としての外枠(第１の基体)と、該外枠に対して左右一方
の側部が開閉可能にヒンジ接続される本体枠としての中枠(第２の基体)とを備えており、
パチンコ球が流下可能な遊技領域が画成された遊技盤が当該中枠に着脱可能に配設されて
いる。また、前記中枠の前側には、パチンコ機の前面を装飾すると共に遊技盤を透視保護
する装飾枠としての前枠(第２の基体)が左右一方の側部に開閉可能にヒンジ接続されてい
る。この種のパチンコ機では、遊技盤の盤面に画成した遊技領域の略中央位置に前後に開
口する枠状に形成された装飾部材(所謂センター役物)が配設されており、この装飾部材の
開口部を介して複数の図柄を変動表示して図柄変動演出を行う液晶式やドラム式等の図柄
表示装置を後方から臨ませると共に、該遊技盤における枠状装飾体の下方位置に、パチン
コ球(遊技球)の入賞により図柄表示装置での図柄変動を開始させる始動入賞部や、当り遊
技の発生時等に開放する特別入賞部を設けたものが多数提案されている。
【０００３】
　このようなパチンコ機では、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内に植
設された遊技釘等との接触により跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を
流下する過程で前記始動入賞部に入賞したパチンコ球を、検出手段としての球検出センサ
が検出することにより、当り遊技を発生させるか否かに関する抽選が行われ、この抽選結
果を遊技者に報せるリーチ演出等の各種の遊技演出を前記図柄表示装置で行って、当り遊
技を発生させる場合に、当該図柄表示装置に所定の組合せで図柄が停止することにより前
記特別入賞部を開放させて多数の賞球を獲得し得るよう構成されている。
【０００４】
　近年では、前記始動入賞部に対応して設けられている球検出センサに向けて強力な電波
を照射して誤検出させる電波を利用した不正行為や、強力な磁石を遊技盤に近づけて磁気
によってセンサを誤検出させたり、その磁力によりパチンコ球を盤面の任意の位置まで誘
導する磁石を利用した不正行為を行って、賞球を不正に獲得したり当り遊技を発生させる
か否かに関する抽選を不正に開始させる所謂ゴト行為が発生して問題となっている。そこ
で、遊技盤に電波や磁気を検出する不正検出手段を設け、該不正検出手段によって不正行
為を検出することが行われている(例えば、特許文献１参照)。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－５７７６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、遊技店毎に周辺環境が異なるばかりでなく、携帯電話機や各種情報端末
等の電子機器が普及するのに伴って遊技店の従業員や遊技者が携行する電子機器によって
もパチンコ機に作用する電波状況や磁場環境が大きく影響を受ける。また、近年のパチン
コ機には、遊技の興趣の向上を図るため、液晶ディスプレイ等により構成される図柄表示
装置が大型化されたり、図柄表示装置での表示演出だけでなく可動演出装置を備えて可動
体の物理的な動作により演出を行うよう構成されたものが多数提案されており、これらの
作動に伴う電波状況や磁場環境の変化も無視できなくなりつつある。このため、パチンコ
機に対して不正の意図をもって行われる前記の不正行為の正確な検出が困難になることが
懸念されている。
【０００７】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、不正行為が実行されたことを効果的に検出可能な
遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
　第１の基体(11)に対して第２の基体(12,13)を相対的に開閉可能に備えた遊技機におい
て、
　遊技機を電源投入状態および電源断状態に切り替える電源切替手段(81)と、
　前記第１の基体(11)および第２の基体(12,13)の相対的な開放状態および閉鎖状態への
変化を検出可能な開閉検出手段(112)と、
　不正行為が行われた際に検出値が変動するよう構成されて検出値に基づいて不正検出信
号を出力する不正検出手段(130)と、
　前記不正検出手段(130)が不正検出信号を出力する基準となる基準値を設定する設定手
段(132)とを備え、
　前記設定手段(132)は、前記電源切替手段(81)が電源投入状態に切り替えられると共に
前記開閉検出手段(112)が前記第１の基体(11)および第２の基体(12,13)の相対的な閉鎖状
態を検出した場合に、前記基準値を設定するよう構成されると共に、前記電源切替手段(8
1)が電源投入状態にある状態で前記第１の基体(11)および第２の基体(12,13)が相対的な
開放状態から閉鎖状態に変化したことを前記開閉検出手段(112)が検出する毎に、前記基
準値を設定するよう構成されると共に、
　前記不正検出手段(130)は、当該不正検出手段(130)の配設位置における周囲温度が基準
温度を超えた場合に前記不正検出信号を出力するよう構成されたことを要旨とする。
　このように、遊技機に電源が投入された際には、第１および第２の基体が閉鎖されて遊
技に供される状態となった場合に、不正検出手段が不正検出信号を出力する基準となる基
準値を設定手段が設定することで、遊技機の設置環境に合わせた適切な検出状態にするこ
とができる。また、電源が投入されてから第１および第２の基体が開閉される毎に、前記
基準値を設定し直すことができるから、時間経過と共に変化する環境に適した検出状態と
することができ、不正行為が実行されたことを効果的に検出することが可能となる。
　また、周囲温度が基準温度を超えた場合に検出信号を出力することで、不正検出手段を
適切な温度環境下で使用することが可能となり、不正検出手段の誤検出を効果的に防止で
きる。
【０００９】
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　請求項２に係る発明では、
　第１の基体(11)に対して第２の基体(12,13)を相対的に開閉可能に備えた遊技機におい
て、
　遊技機を電源投入状態および電源断状態に切り替える電源切替手段(81)と、
　前記第１の基体(11)および第２の基体(12,13)の相対的な開放状態および閉鎖状態への
変化を検出可能な開閉検出手段(112)と、
　不正行為が行われた際に検出値が変動するよう構成されて検出値に基づいて不正検出信
号を出力する不正検出手段(130)と、
　前記不正検出手段(130)が不正検出信号を出力する基準となる基準値を設定する設定手
段(132)とを備え、
　前記設定手段(132)は、前記電源切替手段(81)が電源投入状態に切り替えられると共に
前記開閉検出手段(112)が前記第１の基体(11)および第２の基体(12,13)の相対的な閉鎖状
態を検出した場合に、前記基準値を設定するよう構成されると共に、前記電源切替手段(8
1)が電源投入状態にある状態で前記第１の基体(11)および第２の基体(12,13)が相対的な
開放状態から閉鎖状態に変化したことを前記開閉検出手段(112)が検出する毎に、前記基
準値を設定するよう構成されると共に、
　前記基準値を設定する際に前記不正検出手段(130)の検出値が所定範囲を超えて変動す
る場合にエラー信号を出力するよう構成されている
ことを要旨とする。
　このように、遊技機に電源が投入された際には、第１および第２の基体が閉鎖されて遊
技に供される状態となった場合に、不正検出手段が不正検出信号を出力する基準となる基
準値を設定手段が設定することで、遊技機の設置環境に合わせた適切な検出状態にするこ
とができる。また、電源が投入されてから第１および第２の基体が開閉される毎に、前記
基準値を設定し直すことができるから、時間経過と共に変化する環境に適した検出状態と
することができ、不正行為が実行されたことを効果的に検出することが可能となる。
　また、不正行為を正常に検出し得る値に基準値が設定されないおそれがある場合に、エ
ラー信号を出力することで基準値の設定処理が正常に完了していないことを認識できる。
【００１０】
　本願には次のような技術的思想が含まれている。
　遊技機外部に信号を出力する信号出力部(95)を備え、
　前記開閉検出手段(112)が前記第１の基体(11)および第２の基体(12,13)の相対的な閉鎖
状態を検出した状態では、前記不正検出手段(130)からの不正検出信号の出力に基づく信
号を前記信号出力部(95)から外部へ出力すると共に、開閉検出手段(112)が前記第１の基
体(11)および第２の基体(12,13)の相対的な開放状態を検出した状態では、不正検出手段(
130)からの不正検出信号の出力に基づく信号の外部への出力を停止するよう構成されたこ
とを要旨とする。
　このように、第１および第２の基体が閉鎖された不正検出手段による不正行為の検出に
適した環境下で不正検出手段からの不正検出信号の出力に基づく信号を外部へ出力するこ
とで、不正行為が行われたことを遊技店側の情報処理端末等で正確に管理し得る一方で、
第１および第２の基体の開放に伴って不正検出手段の検出環境が変化した状態では、不正
検出手段からの不正検出信号の出力に基づく信号が外部へ出力されないようにすることで
、検出環境の変化に伴う不正検出手段の誤検出を不正行為が行われたものとして遊技店側
の情報処理端末等で処理定されるのを防止することができる。このため、遊技に供される
状態で不正行為が行われたか否かを的確に把握することが可能となる。また、第１および
第２の基体の開放に伴って不正検出手段の検出環境が変化した後に第１および第２の基体
が閉鎖された場合には、前述のように基準値が再設定されることで、不正検出手段による
不正行為の検出に適した状態を維持することができる。
【００１１】
　本願には次のような技術的思想が含まれている。
　前記不正検出手段(130)からの検出信号に基づいて異常を報知するか否かを決定する異
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常報知決定手段(60a)を備え、
　前記開閉検出手段(112)が前記第１の基体(11)および第２の基体(12,13)の相対的な閉鎖
状態を検出した状態で前記不正検出手段(130)から不正検出信号が出力された場合には、
当該不正検出手段(130)の検出に基づいた異常を報知することを前記異常報知決定手段(60
a)が決定すると共に、当該開閉検出手段(112)が第１の基体(11)および第２の基体(12,13)
の相対的な開放状態を検出した状態で不正検出手段(130)から不正検出信号が出力された
場合には、当該不正検出手段(130)の検出に基づいた異常を報知しないことを前記異常報
知決定手段(60a)が決定するよう構成されたことを要旨とする。
　このように、第１および第２の基体が閉鎖された不正検出手段による不正行為の検出に
適した環境下では、当該不正検出手段からの不正検出信号の出力に基づいて異常を報知す
ることを決定することで、不正行為が行われたことを迅速に報知することができる。一方
で、第１および第２の基体の開放に伴って不正検出手段の検出環境が変化した状態では、
当該不正検出手段からの不正検出信号の出力に基づいて異常を報知しないことを決定する
ことで、検出環境の変化に伴う不正検出手段の誤検出に起因した異常の報知を防止するこ
とができる。このため、遊技に供される状態で不正行為が行われたか否かを的確に把握す
ることが可能となる。また、第１および第２の基体の開放に伴って不正検出手段の検出環
境が変化した後に第１および第２の基体が閉鎖された場合には、前述のように基準値が再
設定されることで、不正検出手段による不正行為の検出に適した状態を維持することがで
きる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る遊技機によれば、不正行為が実行されか否かを効果的に検出することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の好適な実施例に係るパチンコ機を、外枠に対して前枠を開放した状態で
示す斜視図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す正面図であって、磁気検出センサの磁気検出領域を二
点鎖線で示している。
【図３】実施例に係るパチンコ機の制御構成を示すブロック図である。
【図４】(ａ)は、メイン制御用電源投入処理の流れを示すフローチャートであり、(ｂ)は
、メイン制御用復帰処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】基準値補正処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】センサ側磁気検出処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】メイン側磁気検出処理の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技が行われる
パチンコ機１０を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「
左」、「右」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機１０を前側(遊技
者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１５】
(パチンコ機１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１１の開
口前面側に、遊技盤２０を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２がヒンジ部５０を
介して開閉および着脱可能に組み付けられて、該遊技盤２０の裏側に、各種図柄を変動表
示可能な図柄表示装置(表示手段)１７が着脱可能に配設されている。また、前記中枠１２
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の前面側には、前記遊技盤２０を透視保護するガラス板や透明な合成樹脂材により形成さ
れた透視保護部材４６で前後に開口する窓口１３ａを覆うよう構成された前面装飾部材と
しての前枠１３がヒンジ部５０を介して開閉可能に組み付けられている。すなわち、前記
パチンコ機１０における外枠１１および中枠は、前記遊技店に設置されると共に図柄表示
装置１７を備えた本体として機能しており、当該本体の前面側を前枠１３が装飾している
。ここで、図１に示すように、前記外枠１１と中枠１２、および中枠１２と前枠１３の夫
々は、各枠１１,１２,１３の一側部(左側部)に設けられた前記ヒンジ部５０とは反対側の
側部(右側部)に設けられた施錠機構５１により相互に閉鎖した閉鎖状態に保持されるよう
構成されて、パチンコ機１０の前面側から鍵により解錠操作することで開放し得るように
なっている。なお、図柄表示装置としては、各種図柄を表示可能な液晶パネルを収容ケー
スに収容した液晶表示装置や、ドラム式の図柄表示装置、ドットマトリックス式の図柄表
示装置等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の図柄表示装置を採用し
得る。
【００１６】
　ここで、前記外枠１１は、図１に示すように、前後方向に開口した矩形枠状をなすよう
上下左右の枠部１１ａ～１１ｄの端部を夫々連結して形成されている。なお上下の枠部１
１ａ,１１ｂは木質系材料で構成される一方、左右の枠部１１ｃ,１１ｄはアルミ材等の金
属材料で構成されており、左右の枠部１１ｃ,１１ｄの薄型化を図りつつ外枠１１の全体
的な剛性を高めている。また、下枠部１１ｂの前側には、左右方向に延在する化粧板１１
ｅが設けられて、パチンコ機１０の前面下部の意匠面を構成している。なお、外枠１１を
構成する上下左右の枠部１１ａ～１１ｄの内の一部を樹脂や金属等により一体的に成型す
るようにしてもよく、また外枠全体を単一部品として一体成型することも可能である。
【００１７】
　また図１に示すように、前記中枠１２は、遊技盤２０が着脱可能に設置される遊技盤保
持部が前後方向に開口すると共に前記外枠１１の開口内側に収容可能な矩形枠状をなすよ
う形成されて、中枠１２の左側部がヒンジ部５０を介して外枠１１に対して開閉可能に支
持されている。そして、前記中枠１２における遊技盤保持部の下部に位置する下枠部１２
ａに打球発射装置１８が配設されると共に、当該下枠部１２ａの裏側に、パチンコ機を制
御する各種制御装置やパチンコ球の排出通路が設けられている。ここで、実施例のパチン
コ機１０では、遊技盤保持部に設置される遊技盤２０の種類に関わらずパチンコ機１０に
関する制御を実行可能な後述する電源基板８０を備えた電源制御装置や、パチンコ球の払
い出しを制御する払出制御基板９０を備えた払出制御装置、前記打球発射装置１８の作動
を制御する発射制御基板を備えた発射制御装置等が中枠１２に配設されている。そして、
遊技盤保持部に設置される遊技盤２０の種類に応じてパチンコ機１０に関する制御が実行
される後述するメイン制御基板６０を備えたメイン制御装置や、統括制御基板６５を備え
た統括制御装置、ランプ制御基板７２を備えたランプ制御装置、音制御基板７３を備えた
音制御装置等は、遊技盤２０の裏側に設置されており、遊技盤２０と一体的に交換し得る
ようになっている。また、前記中枠１２の裏側には、遊技店の球供給設備から供給される
パチンコ球を所定量まで貯留可能な球タンク１２ｂが設けられると共に、遊技店に設置さ
れた電算機(ホールコンピュータＨＣ)等の情報処理端末等を電気的に接続可能な外部端子
部(信号出力部)９５が配設されている。なお、実施例では、前記払出制御基板９０を介し
て外部端子板９５がメイン制御基板６０に接続するよう構成されている。
【００１８】
　前記前枠１３は、図１に示すように、中枠１２の外郭形状に略合致する矩形状に形成さ
れると共に前後方向に開口する窓口１３ａが開設された枠本体１０１と、該枠本体１０１
における該窓口１３ａの下方前側に、前方へ突出するよう設けられた設置部材１０２とを
備えている。そして、前記枠本体１０１の前面側に、前記窓口１３ａを囲繞するようにラ
ンプ装置１０５が配設されると共に、当該枠本体１０１の前面上部位置に、効果音等を出
力するスピーカ１０６が設置されている。ここで、前記ランプ装置１０５は、前記ランプ
制御基板７２に対して配線接続されており、当該ランプ制御基板７２からの制御信号に基
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づいて適宜の発光態様により発光し得るよう構成される。一方で、前記スピーカ１０６は
、前記音制御基板７３に対して配線接続されており、当該音制御基板７３からの制御信号
に基づいて適宜の効果音を出力し得るよう構成されている。そして、前記設置部材１０２
には、パチンコ球を貯留する上球受け皿１４および下球受け皿(図示せず)が上下に離間し
て設けられており、前枠１３と一体的に上下の球受け皿１４を中枠１２に対して開閉可能
に構成されている。なお、球受け皿１４が設けられた前記設置部材１０２を中枠１２に対
して個別に開閉可能に配設する構成とすることも可能である。
【００１９】
　また、図１に示すように、パチンコ機１０(実施例では前枠１３)の前面右下部には、該
中枠１２に配設された打球発射装置１８を作動させる操作ハンドル１６が設けられている
。前記操作ハンドル１６は、図示しないバネ等の付勢手段により左回転方向に付勢された
操作レバー１６ａを備えており、該操作レバー１６ａを右回転するよう遊技者が回動操作
することにより中枠１２に設けた打球発射装置１８が作動されて、前記上球受け皿１４に
貯留されたパチンコ球が前記遊技盤２０の遊技領域２０ａに向けて１球ずつ発射されるよ
うになっている。ここで、前記操作レバー１６ａの回動量に応じて前記打球発射装置１８
によるパチンコ球の打球力が強弱変化するよう構成されており、遊技者が操作レバー１６
ａの回動量を調節することで、前記遊技領域２０ａへのパチンコ球の発射位置(到達位置)
を任意に変更し得るようになっている。なお、実施例では前枠１３の前面右下部に操作ハ
ンドル１６を設けてあるが、中枠１２や球受け皿１４等に操作ハンドル１６を設けること
も可能である。
【００２０】
(開閉検出部１１０について)
　また、前記パチンコ機１０は、図１に示すように、前記外枠１１、中枠１２および前枠
１３の相対的な開放状態および閉鎖状態への変化を検出可能な開閉検出部(開閉検出手段)
１１０が備えられている。実施例の開閉検出部１１０は、前記外枠１１、中枠１２および
前枠１３の夫々が相対的に閉鎖された状態を閉鎖状態として検出すると共に、当該外枠１
１、中枠１２および前枠１３の何れかが相対的に開放された状態を開放状態として検出す
るよう構成されている。すなわち、外枠１１に対して中枠１２および前枠１３の夫々を閉
鎖した状態を開閉検出部１１０が閉鎖状態として検出し、外枠１１に対して中枠１２およ
び前枠１３の何れかを開放した状態を開閉検出部１１０が閉鎖状態として検出するよう構
成されている。
【００２１】
　実施例の前記開閉検出部１１０は、図１に示すように、前記中枠１２の右上隅部に前後
にスライド移動可能に設けられた押圧部１１１と、前記前枠１３の右上隅部に設けられた
開放検出センサ１１２とを備えている。ここで、実施例の開放検出センサ１１２は、開閉
接点有するスイッチであって、開放検出センサ１１２に対して押圧部１１１の接触(押圧)
および非接触(非押圧)が切り替わることで、各枠１１,１２,１３の開放状態および閉鎖状
態を検出し得るよう構成されている。具体的に、前記押圧部１１１は、付勢手段により中
枠１２の後面より後方へ突出するよう付勢されており、当該中枠１２を外枠１１に対して
閉鎖した際に押圧部１１１の後端部が外枠１１により押されることで、押圧部１１１の前
端部が中枠１２の前面より前方へ突出するよう構成されている。すなわち、中枠１２を外
枠１１に対して開閉することで、中枠１２の前面から押圧部１１１が退避した状態と、中
枠１２の前面から押圧部１１１が突出した状態とに切り替わるようになっている。そして
、中枠１２の前面から押圧部１１１が突出した状態で、前記前枠１３を中枠１２に対して
閉鎖した際に、当該中枠１２から突出する押圧部１１１が前記開放検出センサ１１２を押
圧して当該開放検出センサ１１２が導通(ＯＮ)する一方、中枠１２の前面から押圧部１１
１が退避した状態(中枠１２を外枠１１に対して開放した状態)では、押圧部１１１が開放
検出センサ１１２を押圧しなくなることで当該開放検出センサ１１２の導通が遮断(ＯＦ
Ｆ)されるようになっている。すなわち、実施例では、１つの開放検出センサ１１２によ
り、外枠１１に対して中枠１２および前枠１３の両枠が閉鎖した状態を検出し得ると共に
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、外枠１１に対して中枠１２および前枠１３の少なくとも一方の両枠が開放した状態を検
出し得るようになっている。
【００２２】
　そして、前記開放検出センサ１１２は、パチンコ機１０の裏側に配設された制御手段と
してのメイン制御基板６０(図３参照)に配線接続されている。すなわち、前記開放検出セ
ンサ１１２の導通状態の切り替わりに応じて、各枠１１,１２,１３が閉鎖状態の場合に閉
鎖信号がメイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に出力され、各枠１１,１２,１３
の何れか開放状態の場合に開放信号がメイン制御基板６０に出力されるようになっている
。ここで、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、開放検出センサ１１２から出力される閉鎖信号お
よび開放信号を検出した際に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃ(後述)に設けられたフラグ設定エ
リアに開閉状態フラグを設定するよう構成されている。具体的には、開放検出センサ１１
２から閉鎖信号が出力された場合に開閉状態フラグとして「０」が設定され、開放検出セ
ンサ１１２から開放信号が出力された場合に開閉状態フラグとして「１」が設定されるよ
う構成されており、当該開閉状態フラグを参照することで各枠１１,１２,１３の開閉状態
に応じた制御処理をメイン制御ＣＰＵ６０ａが実行し得るよう構成されている。なお、開
閉状態フラグは、開放検出センサ１１２から出力された信号が切り替わった際に書き換え
られるよう設定してある。
【００２３】
(遊技盤２０について)
　前記遊技盤２０は、図１または図２に示すように、ベニヤ材や合成樹脂材により形成さ
れた略矩形状の板部材であって、遊技盤２０の裏面側に前記図柄表示装置１７が着脱可能
に組み付けられている。前記遊技盤２０の前面には、略円形状に湾曲形成した案内レール
２１が配設されており、該案内レール２１により画成される略円形の遊技領域２０ａに、
前記中枠１２に配設された図示しない打球発射装置から発射されたパチンコ球が打ち出さ
れることで遊技が行われるようになっている。また、前記遊技盤２０には、前後に貫通す
る装着口(図示せず)が適宜位置に開設されており、各装着口に対して各種の遊技盤設置部
品(具体的には後述する枠状装飾部材２５、始動入賞部３０、特別入賞部４０、球通過ゲ
ート４７、普通入賞口部材等)が取り付けられると共に、遊技領域２０ａの最下部位置に
は、該遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球を排出させるアウト口２２が開設されて
いる。なお、前記装着口の形成数は、遊技盤２０に取り付けられる各種遊技盤設置部品の
個数や配設位置等により必要に応じて適宜変更される。
【００２４】
　ここで、実施例の前記遊技盤２０には、図２に示すように、前記案内レール２１で囲ま
れた遊技領域２０ａの略中央で開口する装着口に、前後に開口する表示窓口２５ａが形成
されたセンター役とも称される枠状装飾部材２５が取り付けられている。そして、前記枠
状装飾部材２５における表示窓口２５ａの後方開口に、前記図柄表示装置１７の演出表示
部が臨むよう構成されて、当該表示窓口２５ａを介して演出表示部を遊技盤２０の前面側
から視認可能になっている。なお、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２０ａ内に多数の
遊技釘２３が設けられると共に、前記枠状装飾部材２５の左側方に、遊技領域２０ａを流
下するパチンコ球の接触に伴って回転する所謂「風車」とも称される回転案内部材２４が
回転自在に支持されており、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が遊技釘２３や回転案
内部材２４に接触することで、流下方向が不規則に変化するよう構成されている。そして
、前記遊技盤２０における枠状装飾部材２５の周囲に開設された装着口に、遊技領域２０
ａを流下するパチンコ球が入賞可能な特図始動口３０ａ,３０ｂを有する始動入賞部(始動
入賞手段)３０や、特別入賞口４０ａを有する特別入賞部(特別入賞手段)４０、普通入賞
口４５ａを有する普通入賞部(始動入賞手段)４５が取り付けられている。そして、これら
の入賞部３０,４０,４５の入賞口３０ａ,３０ｂ,４０ａ,４５ａへのパチンコ球の入賞(具
体的には、各入賞口３０ａ,３０ｂ,４０ａ,４５ａに対応した入賞検出センサＳＥ１～Ｓ
Ｅ４の検出)を賞球の払出条件として、各入賞口毎に定めた払い出し個数の賞球が払い出
されるよう構成されている。
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【００２５】
(始動入賞部３０について)
　図２に示すように、前記始動入賞部３０は、遊技領域２０ａ内で常に開口する常時開口
タイプの第１特図始動口３０ａと、駆動手段としての始動入賞ソレノイド３２の駆動に伴
って開閉動作する開閉部材(開閉手段)３３を有する開閉タイプの第２特図始動口３０ｂと
を始動入賞部３０が備えている。実施例では、第２特図始動口３０ｂを挟む左右側部に一
対の開閉部材３１,３１が配置されて、始動入賞ソレノイド３２の駆動に伴い一対の開閉
部材３１,３１が相互に近接および離間するよう揺動することで、パチンコ球が入賞不能
となるよう特図始動口３１ｂを閉鎖する閉鎖状態と、パチンコ球が入賞可能となる特図始
動口３１ｂを開放する開放状態とに切り替わるよう構成されている。実施例では、前記枠
状装飾部材２５の下部において遊技盤２０の左右の略中央位置に、第１特図始動口３０ａ
および第２特図始動口３０ｂを上下の関係で１つずつ設けてある。なお、前記始動入賞部
３０として設けられる第１特図始動口３０ａおよび第２特図始動口３０ｂの形成数および
配置位置は適宜に変更することができ、例えば第１特図始動口３０ａや第２特図始動口３
０ｂを複数設けてもよいし、第１および第２特図始動口３０ａ,３０ｂの設置数を異なら
せてもよい。また、第１および第２特図始動口３０ａ,３０ｂを左右方向や上下方向に離
れた位置に設置してもよい。
【００２６】
　前記始動入賞部３０は、前記第１および第２特図始動口３０ａ,３０ｂに入賞したパチ
ンコ球を通過させる通路途中に、当該通路を通過するパチンコ球を検出する入賞検出手段
としての始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２(図３参照)を備えている。前記始動入賞検出
センサＳＥ１,ＳＥ２は、パチンコ機１０の裏側に配設された制御手段としてのメイン制
御基板６０(図３参照)に配線接続されている。そして、始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ
２からの検出信号がメイン制御基板６０のメイン制御ＣＰＵ(メイン制御手段)６０ａに入
力されることを賞球の払出条件として、該メイン制御ＣＰＵ６０ａが所定数(例えば３個)
の賞球の払い出しを決定するようになっている。なお、メイン制御ＣＰＵ６０ａが賞球の
払い出しを決定した場合には、当該メイン制御ＣＰＵ６０ａから払出制御基板９０に入力
される制御信号に基づいて、該払出制御基板９０が球払出装置(図示せず)を制御すること
で賞球が払い出されるようになっている。
【００２７】
　また、始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２によるパチンコ球の検出(すなわち第１および
第２特図始動口３０ａ,３０ｂへのパチンコ球の入賞)を契機として特図当り判定条件が成
立するようになっている。すなわち、特図当り判定条件の成立に伴って遊技者に有利な図
当り遊技(大当り遊技や小当り遊技)を生起させるか否かに関する特図当り判定(当り判定)
がメイン制御ＣＰＵ６０ａにおいて行われると共に、当該特図当り判定の判定結果に基づ
いて前記図柄表示装置１７において図柄変動演出が実行される。そして、特図当り判定の
判定結果が特図当りの判定である場合に、図柄変動演出の結果として図柄表示装置１７に
所定の当り表示(大当り表示や小当り表示)となる図柄組合せ(例えば同一図柄の３つ揃い
等)が確定表示されることで、特図当り遊技(大当り遊技や小当り遊技)が付与され、所定
の開放条件で開放される前記特別入賞部４０への入賞に伴う遊技者が賞球を獲得し得る機
会が与えられるよう構成されている。
【００２８】
(特別入賞部４０について)
　前記特別入賞部(入賞手段)４０は、図２に示すように、遊技領域２０ａに開口する特別
入賞手段としての特別入賞口４０ａを開閉自在に閉成する開閉部材(開閉手段)４１を備え
ており、駆動手段としての特別入賞ソレノイド４２(図３参照)の駆動に伴って開閉部材４
１が閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置に変位するよう構成されている。なお、実施例
では、前記開閉部材４１が前後方向へ揺動することで特別入賞口４０ａを開閉するよう構
成されており、該開閉部材４１により特別入賞口４０ａが閉鎖された状態を図２に示して
いる。また、前記特別入賞部４０は、前記特別入賞口４０ａに入賞したパチンコ球を通過
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させる通路途中に、当該通路を通過するパチンコ球を検出する入賞検出手段としての特別
入賞検出センサＳＥ３(図３参照)を備えている。前記特別入賞検出センサＳＥ３は、パチ
ンコ機１０の裏側に配設された制御手段としてのメイン制御基板６０に配線接続されてい
る。そして、特別入賞検出センサＳＥ３からの検出信号がメイン制御基板６０のメイン制
御ＣＰＵ(メイン制御手段)６０ａに入力されることを賞球の払出条件として、該メイン制
御ＣＰＵ６０ａが所定数(例えば１５個)の賞球の払い出しを決定するようになっている。
また、前記特別入賞ソレノイド４２は、前記始動入賞部３０へのパチンコ球の入賞を契機
として特別入賞部４０を開放する特図当り遊技(大当り遊技や小当り遊技)が付与される場
合に、特図当り遊技の種類に応じた所定の開閉条件に従って開閉部材４１が開閉するよう
メイン制御基板６０によって駆動制御される。
【００２９】
(普通入賞部４５について)
　図２に示すように、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２０ａの左右下部位置に、前記
始動入賞部３０や特別入賞部４０を間に挟むよう前記普通入賞部４５が夫々配置されてい
る。前記普通入賞部４５は、パチンコ球が通過可能な普通入賞口４５ａが遊技領域２０ａ
内で常に上方開口するよう設けられており、当該遊技領域２０ａを流下するパチンコ球の
流下態様に応じて任意のタイミングで入球可能な入賞部として構成されている。なお、実
施例では、左右の普通入賞部４５の夫々に、普通入賞口４５ａを２つずつ設けてある。ま
た、前記普通入賞部４５は、前記普通入賞口４５ａに入賞したパチンコ球を通過させる通
路途中に、当該通路を通過するパチンコ球を検出する入賞検出手段としての普通入賞検出
センサＳＥ４(図３参照)を備えている。前記普通入賞検出センサＳＥ４は、パチンコ機１
０の裏側に配設された制御手段としてのメイン制御基板６０に配線接続されている。そし
て、普通入賞検出センサＳＥ４からの検出信号がメイン制御基板６０のメイン制御ＣＰＵ
(メイン制御手段)６０ａに入力されることを賞球の払出条件として、該メイン制御ＣＰＵ
６０ａが所定数(例えば１０個)の賞球の払い出しを決定するようになっている。
【００３０】
(ゲート部３５について)
　また、前記遊技盤２０には、図２に示すように、前記始動入賞部３０における第２特図
始動口３０ｂを開放させる契機となるゲート部３５が設けられている。このゲート部３５
は、前記ゲート部３５は、パチンコ球が通過可能な普図始動口３５ａが遊技領域２０ａ内
で常に上下に開口するよう設けられており、当該遊技領域２０ａを流下するパチンコ球の
流下態様に応じて任意のタイミングで入球可能な入球部として構成されている。なお、ゲ
ート部３５の普図始動口３５ａに入ったパチンコ球は、下方開口を介して遊技領域２０ａ
に戻るようになっている。
【００３１】
　また、前記ゲート部３５は、普図始動口３５ａを通過するパチンコ球を検出するゲート
センサＳＥ５を備えている。このゲートセンサＳＥ５は、パチンコ機１０の裏側に配設さ
れた制御手段としてのメイン制御基板６０(図３参照)に配線接続されているに配線接続さ
れており、該ゲートセンサＳＥ５からメイン制御基板６０への球検出信号の入力(すなわ
ちパチンコ球の検出)に伴って普図当り判定条件が成立するようになっている。そして、
普図当り判定条件の成立に伴って普図当り遊技を生起させるか否かに関する普図当り判定
が行われ、該普図当り判定の結果に応じて前記始動入賞部３０の開閉部材３１を開閉作動
する始動入賞ソレノイド３２が駆動制御されて、当該開閉部材３１が開放されるよう構成
されている。すなわち、実施例のパチンコ機１０は、ゲートセンサＳＥ５によるパチンコ
球の検出を契機として行われる普図当り判定の判定結果が当りの判定である場合に、前記
始動入賞部３０の第２特図始動口３０ｂを所定の開放条件で開放する普図当り遊技が行わ
れて、当該第２特図始動口３０ｂへパチンコ球を入賞させ得る機会が与えられるようにな
っている。
【００３２】
(磁気検出センサ)
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　また、前記遊技盤２０には、図２または図３に示すように、パチンコ機１０に対する不
正な磁気を検出する所定数(実施例では２つ)の磁気検出センサ(不正検出手段)１３０が配
設されている。前記磁気検出センサ１３０は、外部磁界によってインピーダンスが変化す
る磁気インピーダンス素子を有するセンサ部１３１と、当該センサ部１３１の出力信号の
振幅に基づいて所定の磁気検出基準値(不正検出基準値)と比較して磁気を検出した磁気検
出状態であるか否かを判定する処理回路部(設定手段)１３２と、当該処理回路部１３２に
よる処理結果を前記メイン制御基板６０へ出力する出力部１３３とを備えている。すなわ
ち、センサ部１３１が検出する検出値が、磁気検出センサ１３０に備えられたＲＡＭ等の
センサ記憶部１３４に記憶させた磁気検出基準値から検出閾値(閾値)を超えて変動した場
合に、処理回路部１３２が磁気検出状態と判断するよう構成されている。そして、磁気検
出状態である場合に、前記出力部１３３から不正検出信号として磁気検出信号(ＨＩレベ
ル信号)が出力され、磁気非検出状態である場合に、当該出力部１３３から磁気非検出信
号(ＬＯＷレベル信号)が出力されるよう構成されている。なお、前記センサ部１３１は、
磁気インピーダンス素子の検出信号を増幅する信号増幅部を有しており、当該信号増幅部
で増幅させた信号が処理回路部１３２へ出力されるようになっており、処理回路部１３２
での判定精度を担保している。このように、前記磁気検出センサ１３０は、磁気を利用し
た不正行為が行われた際に検出値が変動するよう構成されて検出値が検出閾値を超えた場
合に不正検出信号を出力する不正検出手段である。
【００３３】
　ここで、実施例のパチンコ機１０では、図２に示すように、前記遊技盤２０の裏面にお
ける左右の下端部近傍に前記磁気検出センサ１３０が１つずつ配設されている。ここで、
図２における二点鎖線は、各磁気検出センサ１３０が磁気を検出可能な磁気検出領域Ｒを
示している。すなわち、複数の磁気検出センサ１３０の磁気検出領域Ｒが部分的に重複す
るよう構成されており、当該重複領域に、磁気を利用した不正行為の対象とされ易い構成
が位置するようになっている。具体的には、各磁気検出センサ１３０の磁気検出領域Ｒが
重複する領域に、前記始動入賞部３０が配置されている。すなわち、磁石等の磁気を利用
してパチンコ球を始動入賞部３０の特図始動口３０ａ,３０ｂに不正に誘導された場合に
は、賞球の払出条件の成立に伴い不正に賞球が払い出されるだけでなく、特図当り判定条
件の成立に伴い特図当り遊技が不正に生起される可能性があり、不正のターゲットとされ
やすいことから、複数の磁気検出センサ１３０の磁気検出領域Ｒが重複する領域に配置す
ることで、当該始動入賞部３０に対する不正行為の検出精度を高めている。また、各磁気
検出センサ１３０の磁気検出領域Ｒが重複する領域には、前記特別入賞部４０が配置され
ている。すなわち、特別入賞口４０ａを不正に開放されたもとで磁石等の磁気を利用して
パチンコ球を特別入賞部４０の特別入賞口４０ａに不正に誘導された場合には、賞球の払
出条件の成立に伴い不正に多数の賞球が払い出され、不正のターゲットとされやすいこと
から、複数の磁気検出センサ１３０の磁気検出領域Ｒが重複する領域に配置することで、
当該特別入賞部４０に対する不正行為の検出精度を高めている。
【００３４】
(パチンコ機の制御構成について)
　次に、パチンコ機１０の制御構成について説明する。実施例のパチンコ機１０には、図
３に示す如く、パチンコ機１０を全体的に制御するメイン制御基板６０と、該メイン制御
基板６０からの制御信号に基づいて各制御対象を制御するサブ制御基板６５,７０とが設
けられている。すなわち、メイン制御基板６０では、パチンコ機１０に備えられた各種検
出センサ(検出手段)からの検出信号に基づいて各種処理が実行され、その処理結果に応じ
た各種の制御信号(制御コマンド)がサブ制御基板６５,７０に出力されるようになってい
る。
【００３５】
　ここで、前記メイン制御基板６０は、図３に示に示す如く、制御処理を実行するメイン
制御ＣＰＵ６０ａ、該メイン制御ＣＰＵ６０ａが実行する制御プログラムを記憶するメイ
ン制御ＲＯＭ６０ｂ、当該メイン制御ＣＰＵ６０ａの処理に必要なデータの書込み・読出
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しが可能なメイン制御ＲＡＭ６０ｃ等が備えられている。そして、前記始動入賞検出セン
サＳＥ１,ＳＥ２、特別入賞検出センサＳＥ３、普通入賞検出センサＳＥ４、ゲートセン
サＳＥ５等の各種センサが前記メイン制御ＣＰＵ６０ａに接続されると共に、前記始動入
賞部３０および特別入賞部４０に設けられたソレノイド３２,４２が接続されており、各
センサＳＥ１～ＳＥ５の検出に基づいた制御処理結果に基づいて各ソレノイド３２,４２
を駆動させることで、対応する開閉部材３１,４１が開閉されるようになっている。また
、メイン制御ＣＰＵ６０ａには、前記開放検出センサ１１２や磁気検出センサ１３０が接
続されており、当該開放検出センサ１１２や磁気検出センサ１３０から入力される信号に
基づいて、当該メイン制御ＣＰＵ６０ａが制御処理を実行し得るようになっている。
【００３６】
　具体的に、実施例のメイン制御ＣＰＵ６０ａは、第１または第２特図始動口３０ａ,３
０ｂへパチンコ球が入賞したこと(より具体的には第１または第２始動入賞検出センサＳ
Ｅ１,ＳＥ２がパチンコ球を検出したこと)を契機として入賞情報としての各種判定用乱数
を取得するよう設定されている。ここで、メイン制御ＣＰＵ６０ａが取得する入賞情報と
しての判定用乱数としては、予め定められた特図当り用判定値との対比により大当り遊技
を生起させるか否かを判定する特図当り判定に利用される特図当り判定用乱数や、予め定
められた特図決定用判定値との対比により生起させる大当り遊技の種類を決定する特図決
定用乱数、予め定められた特図変動パターン振分用判定値との対比により大当り遊技を導
出する図柄変動演出の変動時間および演出内容を決定する特図変動パターン振分用乱数等
が含まれている。そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａがこれらの値を所定の周期(実施例で
は４ｍｓ)で更新し、更新後の値をメイン制御ＲＡＭ６０ｃに一時的に記憶して更新前の
値を書き換えることにより、第１または第２始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２の検出信
号がメイン制御ＣＰＵ６０ａに入力されたタイミングに応じた判定用乱数が取得されるよ
うになっている。すなわち、第１または第２特図始動口３０ａ,３０ｂへの入賞に伴って
取得した各種判定用乱数値を利用して所定の判定タイミングにおいて当否をメイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａが判定(特図当り判定)することで、特図当り遊技を生起させるか否かや、生起
させる特図当り遊技の種類、図柄変動演出の内容等が決定されると共に、取得した乱数に
基づいて実行される処理結果に応じた各種の制御信号(制御コマンド)がサブ制御基板６５
,７０に出力されるようになっている。
【００３７】
　また、実施例のメイン制御ＣＰＵ６０ａは、ゲート部３５(普図始動口３５ａ)をパチン
コ球が通過したこと(より具体的にはゲートセンサＳＥ５がパチンコ球を検出したこと)を
契機として通過検出情報としての各種判定用乱数を取得するよう設定されている。ここで
、メイン制御ＣＰＵ６０ａが取得する通過検出情報としての判定用乱数としては、予め定
められた普図当り用判定値との対比により第２特図始動口３０ｂを開放させる普図当りを
生起させるか否かを判定する普図当り判定に利用される普図当り判定用乱数や、予め定め
られた普図変動パターン振分用判定値との対比により普図当りを生起させるまでの変動時
間を決定する普図変動パターン振分用乱数等が含まれている。そして、メイン制御ＣＰＵ
６０ａがこれらの値を所定の周期(実施例では４ｍｓ)で更新し、更新後の値をメイン制御
ＲＡＭ６０ｃに一時的に記憶して更新前の値を書き換えることにより、ゲートセンサＳＥ
５の検出信号がメイン制御ＣＰＵ６０ａに入力されたタイミングに応じた判定用乱数が取
得されるようになっている。すなわち、普図始動口３５ａへの入賞に伴って取得した各種
乱数値を利用して所定の判定タイミングにおいて当否をメイン制御ＣＰＵ６０ａが判定(
普図当り判定)することで、普図当り遊技を生起させるか否か等が決定されると共に、取
得した乱数に基づいて実行される処理結果に応じた各種の制御信号(制御コマンド)がサブ
制御基板６５,７０に出力されるようになっている。
【００３８】
　また、実施例のパチンコ機１０には、サブ制御基板として、遊技演出を全体的に制御す
る統括制御基板６５と、図柄表示装置１７での表示内容を制御する表示制御基板７０と、
パチンコ機１０が備える各種発光演出手段(ランプ装置１０５等)の発光制御を行うランプ
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制御基板７２と、パチンコ機１０が備えるスピーカ１０６の音出力制御を行う音制御基板
７３とを備えている。すなわち、メイン制御基板６０が出力した制御信号(制御コマンド)
に基づいて、前記統括制御基板６５が表示制御基板７０、ランプ制御基板７２および音制
御基板７３を制御するよう構成されており、パチンコ機１０で実行される各種遊技演出(
図柄変動演出や発光演出、音声演出)を統括的にコントロールし得るようになっている。
ここで、表示制御基板７０は、統括制御基板６５から出力された制御信号(制御コマンド)
に基づいて、図柄表示装置１７に表示される図柄(飾図)や背景画像等の図柄変動演出の表
示内容を制御するよう構成される。また、ランプ制御基板７２は、統括制御基板６５から
出力された制御信号(制御コマンド)に基づいて、パチンコ機１０が備える各種発光演出手
段の点灯・消灯のタイミングや、発光強度等を制御するものである。そして、音制御基板
７３は、統括制御基板６５から出力された制御信号(制御コマンド)に基づき、パチンコ機
１０が備える各種スピーカ１０６からの音声出力のタイミングや出力内容等を制御するも
のである。
【００３９】
(電源基板８０について)
　また、パチンコ機１０には、遊技場の外部電源(例えば、ＡＣ２４Ｖ)から各部の必要電
源電圧を生成して、パチンコ機１０を構成する各種構成部材に供給する電源基板８０が配
設されている。この電源基板８０には、図３に示す如く、パチンコ機１０を電源投入状態
(ＯＮ)および電源断状態(ＯＦＦ)に切り替える電源スイッチ(電源切替手段)８１およびメ
イン制御ＲＡＭ６０ｃを初期化(クリア)させるためのクリアスイッチ８２が設けられてい
る。また電源基板８０には、前記電源スイッチ８１に接続し、該電源スイッチ８１のＯＮ
－ＯＦＦの切り替えに応じてメイン制御基板６０に電源ＯＮ信号、電源ＯＦＦ信号を出力
する電源断監視回路８３が設けられると共に、前記クリアスイッチ８２に接続するクリア
スイッチ回路８４が設けられている。実施例では、クリアスイッチ８２をＯＮ操作した状
態で電源スイッチ８１をＯＮ操作したときに限り、クリアスイッチ回路８４からメイン制
御基板６０にクリア信号を出力し、該クリア信号を受けたメイン制御基板６０がメイン制
御ＲＡＭ６０ｃを初期化するクリア処理を行うよう設定される。すなわち、実施例では、
電源スイッチ８１、クリアスイッチ回路８４およびクリアスイッチ８２からクリア手段が
構成される。なお、クリアスイッチ回路８４とクリアスイッチ８２とからクリア手段を構
成し、クリアスイッチ８２をＯＮ操作したときにクリアスイッチ回路８４からメイン制御
基板６０にクリア信号を出力する構成を採用し得る。
【００４０】
　図３に示す如く、前記電源基板８０には、遊技場の外部電源(ＡＣ２４Ｖ)をパチンコ機
１０の各種電子部品へ供給される電源電圧(例えば、ＤＣ３０Ｖ)に変換処理する電源回路
(電源手段)８５が設けられている。電源回路８５には、各制御基板６０,６５,７０が接続
されており、該電源回路８５は、変換処理された後の電源電圧を各制御基板６０,６５,７
０に対応する供給すべき所定の電源電圧に変換処理し、変換後の電源電圧を対応する制御
基板６０,６５,７０に供給するよう構成される。
【００４１】
　前記電源基板８０には、前記電源回路８５に接続する前記電源断監視回路８３が設けら
れ、該電源断監視回路８３は、電源回路８５に供給される電源電圧(以下、監視電源電圧
という場合もある)の電圧値を監視するよう構成される。具体的には、電源断監視回路８
３は、監視電源電圧が所定の電圧(以下、閾値電圧という場合もある)に降下したか否かを
判定する。なお、この閾値電圧は、遊技に支障を来たすことなくパチンコ機１０の電子部
品(例えば、検出センサ)を動作させるために最低限必要な電圧(例えば、ＤＣ２０Ｖ)とさ
れる。ここで、監視電源電圧が閾値電圧に降下するのは、例えば、電源断(電源ＯＦＦ)時
や停電時の場合である。この場合、パチンコ機１０に電力が供給されなくなってしまうた
め、監視電源電圧が閾値電圧に降下する。なお、閾値電圧は、電子部品が動作停止する電
圧に対して所定のマージンだけ高い値に設定されている。
【００４２】
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　前記電源基板８０には、前記電源断監視回路８３に接続するリセット信号回路８６が設
けられている。電源断監視回路８３は、判定結果が肯定(すなわち、監視電源電圧が閾値
電圧以下となった状態)である場合に、メイン制御基板６０、統括制御基板６５およびリ
セット信号回路８６に対して監視電源電圧が閾値電圧に降下したことを示す電源断信号を
出力するよう構成される。また、リセット信号回路８６は、電力供給の開始時(電源投入
時や復電時)および電源断信号の入力時に、メイン制御基板６０、統括制御基板６５およ
び表示制御基板７０に対してリセット信号を出力し、メイン制御基板６０、統括制御基板
６５および表示制御基板７０の動作を規制するようになっている。
【００４３】
　具体的には、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、電源断監視回路８３からの電源断信号が入力
されると、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶された制御プログラムのうちのメイン制御用電
源断処理プログラムに基づきメイン制御用の電源断処理を実行する。メイン制御用の電源
断処理では、メイン制御ＲＡＭ６０ｃの常用記憶エリアに記憶保持されている各種のフラ
グや乱数値等の各種制御情報がメイン制御ＲＡＭ６０ｃのメインバックアップエリアに記
憶保持されると共に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃへのアクセスを禁止し、リセット信号回路
８６からのリセット信号の入力を待機するよう設定されている。同様に、統括制御ＣＰＵ
６５ａは、電源断監視回路８３からの電源断信号が入力されると、統括制御ＲＡＭ６５ｃ
に記憶された制御プログラムのうちの統括制御用電源断処理プログラムに基づき、統括制
御用の電源断処理を実行する。統括制御用の電源断処理では、統括制御ＲＡＭ６５ｃの常
用記憶エリアに記憶保持されている各種のフラグや遊技処理情報等の各種制御情報が統括
制御ＲＡＭ６５ｃのメインバックアップエリアに記憶保持されると共に、統括制御ＲＡＭ
６５ｃへのアクセスを禁止し、リセット信号回路８６からのリセット信号の入力を待機す
るよう設定されている。すなわち、電源断信号が入力されたタイミングにおける各種制御
情報がバックアップデータとして記憶保持され、パチンコ機１０への電源供給が復帰(復
電)した際に、このバックアップデータに基づいて電源断が起きたタイミングの状態に復
帰し得るよう構成されている。
【００４４】
　また、前記電源基板８０には、コンデンサ等のバックアップ電源８７が設けられ、パチ
ンコ機１０の主電源が切られて電力の供給が停止した場合(電源スイッチ８１のＯＦＦや
停電等により外部電源からの電力供給の遮断により電源断監視回路８３からの電源断信号
が出力された場合)には、バックアップ電源８７からメイン制御ＣＰＵ６０ａおよび統括
制御ＣＰＵ６５ａに電力が供給される。バックアップ電源８７は、両制御ＣＰＵ６０ａ,
６５ａが、対応する制御ＲＡＭ６０ｃ,６５ｃに記憶されている各種情報を、各制御ＲＡ
Ｍ６０ｃ,６５ｃに設定されたバックアップエリアに記憶(書き込み)するのに要する時間
に亘って電力を供給し得るよう構成されている。また、両制御ＲＡＭ６０ｃ,６５ｃでは
、電力供給が遮断された後もバックアップエリアに記憶されている各種情報は保持し得る
よう構成されている。なお、バックアップエリアは、パチンコ機１０の動作中に前記各種
情報を一時的に記憶するために用いられる常用記憶エリアとは別途設定され、停電等によ
って電力供給が遮断された場合において、電力供給の開始時(復電時)にパチンコ機１０の
状態を電力供給の遮断時の状態に復帰させるべく、電力供給の遮断時の各種情報を記憶し
ておくためのエリアである。
【００４５】
(電源投入時の処理について)
　次に、パチンコ機１０へ電源投入(電力供給が開始)された場合に行われる制御処理につ
いて説明する。パチンコ機１０が電源投入されると、前記リセット信号回路８６は、所定
の規制時間が経過するまでの間、メイン制御ＣＰＵ６０ａ、統括制御ＣＰＵ６５ａおよび
表示制御ＣＰＵ７０ａに対してリセット信号を継続出力する。このとき、メイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａに対するリセット信号の継続出力時間は、統括制御ＣＰＵ６５ａおよび表示制御
ＣＰＵ７０ａに対するリセット信号の継続出力時間より長くなるように、例えば１秒等に
設定される。
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【００４６】
(メイン制御用電源投入処理について)
　メイン制御ＣＰＵ６０ａは、一旦入力されたリセット信号の入力が停止すると、メイン
制御ＲＯＭ６０ｂに記憶されているメイン制御用電源投入処理プログラムに基づき、メイ
ン制御用電源投入処理を実行する。このメイン制御用電源投入処理では、図４(ａ)に示す
如く、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、前記クリアスイッチ８２が操作されているか否かを判
定する(ステップ１０１)。ステップ１０１が肯定の場合、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、ス
テップ１０３に移行し、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶保持されていた各種制御情報を消
去(ＲＡＭクリア)する。その後、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、メイン制御ＲＯＭ６０ｂに
記憶されている初期情報の設定を行い、当該初期情報に基づきパチンコ機１０を起動させ
る（ステップ１０４）。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、初期情報に基づきパチンコ機
１０を起動させたことを示す初期情報制御コマンドを統括制御用ＣＰＵ３１ａに出力する
(ステップ１０５)。更に、パチンコ機１０の起動に関する処理が終了すると、前記磁気検
出センサ１３０が正常に起動されたか否かを確認するセンサ確認処理(ステップ１０６)を
実行する。そして、センサ確認処理において磁気検出センサ１３０が正常に起動したこと
が確認されると、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、メイン制御用電源投入処理を終了する。
【００４７】
　また、ステップ１０１が否定の場合には、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、メイン制御用復
帰処理を行う(ステップ１０２)。図４(ｂ)に示す如く、メイン制御用復帰処理においてメ
イン制御ＣＰＵ６０ａは、ステップ１１１において、メイン制御用電源断処理と同じ演算
処理で、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶保持されている各種制御情報に基づきチェックサ
ムを算出する。そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、ステップ１１１で算出したチェック
サムと、メイン制御ＲＡＭ６０ｃのバックアップエリアに記憶保持されているチェックサ
ムが一致するか否かを判定する(ステップ１１２)。ステップ１１２の判定結果が否定の場
合は、バックアップされている各種制御情報に異常があると判断し、メイン制御ＣＰＵ６
０ａは、図４(ａ)のステップ１０３の処理に移行する。
【００４８】
　なお、ステップ１１２の判定結果が否定となる要因としては、電力供給の遮断時にメイ
ン制御用電源断処理が正常に行われなかった場合や、メイン制御用電源断処理後にノイズ
等によって記憶内容に異常が発生した場合等がある。このような場合は、ステップ１１１
にて算出されるチェックサムが異常(異常値)を示すことになる。
【００４９】
　一方、ステップ１１２が肯定の場合、すなわちバックアップされていた各種制御情報が
正しい場合には、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、メイン制御ＲＡＭ６０ｃのメインバックア
ップエリアに記憶保持されている各種制御情報に基づきパチンコ機１０を起動させる(ス
テップ１１３)。また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶管理
される制御情報を指定する復電制御コマンドを統括制御ＣＰＵ６５ａに出力する(ステッ
プ１１４)。更に、パチンコ機１０の起動に関する処理が終了すると、前記磁気検出セン
サ１３０が正常に起動されたか否かを確認するセンサ確認処理(ステップ１１５)を実行す
る。そして、センサ確認処理において磁気検出センサ１３０が正常に起動したことが確認
されると、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、メイン制御用復帰処理を終了し、電力供給の遮断
前の状態に復帰させる。
【００５０】
(磁気検出センサに関する処理について)
　次に、磁気検出センサ１３０に関する処理について説明する。前述のように、実施例の
パチンコ機１０に設けられる磁気検出センサ１３０の処理回路部１３２は、外部磁界の変
化に伴うセンサ部１３１の検出値の変動幅が所定の検出閾値を超えた場合に磁気検出状態
として判定し、センサ部１３１が検出する検出値の変動幅が磁気検出基準値から所定の検
出閾値を超えない場合に磁気非検出状態として処理回路部１３２が判定して、磁気検出信
号あるいは磁気非検出信号が出力されるようになっている。ここで、不正に磁石が近づけ
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られていない正常な環境であっても、パチンコ機１０に設置された図柄表示装置１７の作
動や、ソレノイドあるいはモータ等の駆動手段を有する各種演出装置の作動、パチンコ機
１０が設置される遊技店毎の環境によってセンサ部１３１が検出する検出値が変動するこ
とから、正確な磁気検出を行うためにはこれらの影響を無視できない。このため、実施例
では、周辺環境に応じて磁気検出基準値を磁気検出センサ１３０(処理回路部１３２)が設
定し、当該磁気検出基準値に対してセンサ部１３１の検出値が検出閾値を超えて変動した
場合に、磁気検出状態として判定するようになっている。すなわち、磁気検出センサ１３
０の処理回路部１３２は、前記不正検出手段が不正検出信号を出力する基準となる磁気検
出基準値(基準値)を設定する設定手段として機能している。
【００５１】
(初期値設定処理について)
　磁気検出センサ１３０に電源が供給されると、当該磁気検出センサ１３０が設置された
環境に応じて初期値を設定する初期値設定処理が行われる。この初期値設定処理は、電源
が供給された時点における周辺環境に応じて磁気検出センサ１３０(具体的には処理回路
部１３２)が磁気検出信号を出力する基準となる前記磁気検出基準値を設定する処理であ
る。具体的には、電源の供給に伴い磁気検出センサ１３０(センサ部１３１)が磁気を検出
する検出値を、地球磁場の大きさよりも小さくなる(すなわち地球磁場の大きさ＞検出値)
ように設定して、当該磁気検出センサ１３０が常に磁気検出するようにする。そして、こ
の状態で磁気検出センサ１３０(センサ部１３１)が検出する所定サンプリング数Ｎ(Ｎは
自然数)の検出値を積算し、この積算値をサンプリング数Ｎで割ることで、磁気検出基準
値を設定するよう構成されている。この磁気検出基準値は、磁気検出センサ１３０が備え
るセンサ記憶部１３４に記憶される。
【００５２】
　また、磁気検出センサ１３０(具体的には処理回路部１３２)は、初期値設定処理におい
て検出する磁気検出の最大値と最小値とが所定の値を超える場合に、メイン制御ＣＰＵ６
０ａに対して初期値設定エラー信号を出力するよう構成されている。すなわち、初期値設
定処理において磁気検出センサ１３０が検出する検出値に過大な変動が生じた場合には、
当該センサ１３０の周囲に磁石等が存在する可能性があり、磁気を正常に検出し得る値に
磁気検出基準値が設定されないおそれがあることから、初期値設定エラー信号を出力する
ことで初期値設定処理が正常に完了していないことをメイン制御ＣＰＵ６０ａに認識させ
得るようにしている。なお、磁気検出センサ１３０が初期値設定エラー信号を出力する契
機となる磁気検出の最大値と最小値との幅としては、任意に設定し得るが、余りに小さく
し過ぎると不正な磁気を利用した不正行為がなされていない環境で起こり得る正常な磁界
の変動によっても初期値設定が正常に完了されず、また当該幅を余りに大きくし過ぎると
不正な磁界の変動が生じても磁気検出センサ１３０が検出し得なくなる。そこで、例えば
磁気検出センサ１３０から１０ｃｍの距離に配置した表面磁束４３０ｍＴの標準磁石を、
当該センサ１３０から１５ｃｍ離間する方向に移動させた際に検出される磁気検出センサ
１３０の検出値の変動幅を、初期値設定エラー信号を出力するか否かの判定値とすること
が好適である。また、初期値設定処理において検出する磁気検出の最大値が所定の値を超
える場合に、メイン制御ＣＰＵ６０ａに対して初期値設定エラー信号を出力するよう構成
されている。
【００５３】
　そして、初期値設定処理が正常に完了(磁気検出基準値の設定が完了)した場合に、磁気
検出センサ１３０(具体的には処理回路部１３２)が初期値設定完了信号をメイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａに出力して、当該初期値設定完了信号が入力されるのに伴ってメイン制御ＣＰＵ
６０ａがメイン制御ＲＡＭ６０ｃのフラグ設定エリアに初期値設定完了フラグとして「１
」を設定するようになっている。すなわち、メイン制御ＲＡＭ６０ｃの初期値設定完了フ
ラグを参照することで、初期値設定処理が正常に完了したことをメイン制御ＣＰＵ６０ａ
が識別し得るよう構成される。
【００５４】
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　また、初期値設定処理が不正常に完了した場合(初期値設定エラー信号が出力された場
合)に、磁気検出センサ１３０(具体的には処理回路部１３２)が初期値設定エラー信号を
メイン制御ＣＰＵ６０ａに出力して、当該初期値設定エラー信号が入力されるのに伴って
メイン制御ＣＰＵ６０ａがメイン制御ＲＡＭ６０ｃのフラグ設定エリアに初期値設定エラ
ーフラグとして「１」を設定するようになっている。すなわち、メイン制御ＲＡＭ６０ｃ
の初期値設定エラーフラグを参照することで、初期値設定処理で異常が発生したことをメ
イン制御ＣＰＵ６０ａが識別し得るようになっている。そして、初期値設定処理が正常に
完了していない場合には、前記センサ確認処理においてメイン制御ＣＰＵ６０ａがエラー
報知処理を行うようになっている。すなわち、初期値設定処理が不正常に完了した場合に
は、メイン制御ＣＰＵ６０ａから統括制御ＣＰＵ６５ａに対して初期値設定エラー信号を
出力し、磁気検出センサ１３０の初期値設定で異常が生じたことを報知する内容を図柄表
示装置１７に表示させると共に、ランプ装置１０５の発光や、スピーカ１０６からの効果
音出力により初期値設定で異常が生じたことを報知するようになっている。また、メイン
制御ＣＰＵ６０ａは、初期値設定エラー信号をホールコンピュータＨＣに送信するよう構
成されており、ホールコンピュータＨＣを通じて磁気検出センサ１３０の初期値設定に異
常が生じたことを報知し得るようになっている。すなわち、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、
不正検出手段としての磁気検出センサ１３０からの検出信号に基づいて異常を報知するか
否かを決定する異常報知決定手段としての機能を有している。なお、実施例では、磁気検
出センサ１３０から出力され得初期値設定エラー信号、再設定エラー信号および磁気検出
信号の何れかに基づいてメイン制御ＣＰＵ６０ａが異常を報知するか否かを決定するよう
になっている。
【００５５】
(基準値補正処理について)
　実施例のパチンコ機１０は、前記初期値設定処理が行われた後の適宜のタイミングで、
磁気検出センサ１３０の磁気検出基準値を補正(再設定)する基準値補正処理を行うよう構
成されている。すなわち、電源供給に伴って一旦設定された磁気検出基準値を補正(再設
定)することで時間経過と共に変化する磁場環境に磁気検出基準値を適合させ、磁気検出
センサ１３０による磁気検出精度を維持し得るよう構成されている。実施例では、電源が
供給されてから開放検出センサ１１２が各枠１１,１２,１３の相対的な閉鎖状態を検出し
た場合に、磁気検出センサ１３０の磁気検出基準値を処理回路部１３２が補正(再設定)す
るよう構成されている。また、磁気検出センサ１３０の処理回路部１３２は、電源が供給
された状態において各枠１１,１２,１３の相対的な開放状態から閉鎖状態に変化したこと
を開放検出センサ１１２が検出する毎に、磁気検出センサ１３０の磁気検出基準値を補正
(再設定)するよう構成されている。
【００５６】
　具体的に、図５に示すように、基準値補正処理では、磁気検出センサ１３０の初期値設
定処理が正常に完了しているか否かをメイン制御ＣＰＵ６０ａが判定する(ステップ２０
１)。そして、初期値設定処理が正常に完了していない場合には、磁気検出基準値を再設
定することなく基準値補正処理を終了するようになっている。すなわち、初期値設定が正
常に完了しないことにより磁気検出センサ１３０が初期値設定エラー信号として磁気検出
信号が出力された場合には、磁気検出基準値の初期値が正常に設定されていないことから
、当該磁気検出基準値が再設定されないようになっている。ここで、初期値設定処理が正
常に完了しているか否かに関する判定は、初期値設定処理において磁気検出センサ１３０
から出力される信号に基づいてメイン制御ＲＡＭ６０ｃに設定された初期値設定完了フラ
グの値が正常完了を示す値(実施例では「１」)になっているか否かを判定することで実行
可能である。
【００５７】
　また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、磁気検出センサ１３０における初期値設定処理が正
常に完了している場合に、初期設定されてから１回目の基準値補正処理が完了しているか
否かを判定する(ステップ２０２)。そして、１回目の基準値補正処理が完了していない場
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合には、各枠１１,１２,１３の相対的な閉鎖状態か否か(すなわち開放検出センサ１１２
が閉鎖状態を検出しているか否か)をメイン制御ＣＰＵ６０ａが判定して(ステップ２０３
)、開放検出センサ１１２が閉鎖状態を検出している場合(入力される信号が閉鎖信号の場
合)に、磁気検出センサ１３０に対してセンサ補正信号を出力(ステップ２０４)するよう
構成されている。このように、初期値設定処理が正常に完了してから各枠１１,１２,１３
が相互に相対的に閉鎖されて開放検出センサ１１２が閉鎖状態を検出した場合に、メイン
制御ＣＰＵ６０ａが磁気検出センサ１３０に対してセンサ補正信号を出力し、磁気検出セ
ンサ１３０が磁気検出基準値を再設定するようになっている。なお、開放検出センサ１１
２が閉鎖状態を検出していない場合(入力される信号が開放信号の場合)には、各枠１１,
１２,１３が閉鎖状態となるまで待機するようになっている。
【００５８】
　ところで、パチンコ機１０に対して電源が投入される状況としては、遊技店側に設置さ
れたホールコンピュータからの制御信号により複数のパチンコ機１０に対して一斉あるい
は個別に電源投入するケースや、中枠１２を外枠１１に対して開放して電源基板８０に設
けた電源スイッチ８１を作業者が操作してパチンコ機１０毎に電源投入するケースとが一
般に想定される。ここで、電源基板８０の電源スイッチ８１を操作するケースでは、電源
投入時に電源スイッチ８１を操作するために中枠１２を開放させ、作業完了後に中枠１２
が閉鎖されるため、電源が投入された時点と遊技が行われる時点とで磁気検出センサ１３
０の磁場環境が変化し、磁気検出センサ１３０の磁気検出精度に影響を与えることが懸念
される。従って、磁気検出センサ１３０の初期値設定処理が完了した後に各枠１１,１２,
１３が閉鎖されたタイミングで磁気検出センサ１３０が磁気検出基準値を再設定すること
で、磁気検出センサ１３０による磁気検出精度を高めている。また初期値設定処理を実行
しておくことで、磁気検出センサ１３０の周辺環境に異常があるか否かを速やかに判定す
ることが可能である。
【００５９】
　また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、１回目の基準値補正処理が完了している場合には、
各枠１１,１２,１３が開放状態から閉鎖状態に変化したか否かを判定して(ステップ２０
５)、開放状態から閉鎖状態に変化した場合に、磁気検出センサ１３０に対してセンサ補
正信号を出力して、磁気検出センサ１３０に磁気検出基準値を再設定させるよう構成され
ている。一方、各枠１１,１２,１３が開放状態から閉鎖状態に変化していない場合(すな
わち、各枠１１,１２,１３が閉鎖状態に維持されている場合)には、磁気検出センサ１３
０に対してセンサ補正信号を出力することなく基準値補正処理を終了するようになってお
り、磁気検出センサ１３０に磁気検出基準値を再設定させることはない。
【００６０】
　ここで、磁気検出センサ１３０が磁気検出基準値の補正(再設定)を行う基準値再設定処
理について説明する。磁気検出センサ１３０は、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａからセンサ
補正信号が入力されると、当該センサ補正信号が入力されたタイミングでの磁場環境に応
じて磁気検出基準値を再設定する。この基準値再設定処理は、前述した初期値設定処理と
基本的に同じ処理が行われる。具体的には、センサ補正信号の入力に伴い磁気検出センサ
１３０が磁気を検出する検出値を、地球磁場の大きさよりも小さくなる(すなわち地球磁
場の大きさ＞検出値)ように設定して、当該磁気検出センサ１３０が常に磁気検出するよ
うにする。そして、この状態で磁気検出センサ１３０(センサ部１３１)が検出する所定サ
ンプリング数Ｎ(Ｎは自然数)の検出値を積算し、この積算値をサンプリング数Ｎで割るこ
とで、磁気検出基準値を設定するよう構成されている。
【００６１】
　また、磁気検出センサ１３０は、基準値再設定処理において検出する磁気検出の最大値
と最小値との幅が所定の値を超える場合に、メイン制御ＣＰＵ６０ａに対して再設定エラ
ー信号を出力するよう構成されている。すなわち、基準値再設定処理において磁気検出セ
ンサ１３０が検出する検出値に過大な変動が生じた場合には、当該センサ１３０の周囲に
磁石等が存在する可能性があり、磁気を正常に検出し得る値に磁気検出基準値が設定され



(19) JP 6199241 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

ないおそれがあることから、再設定エラー信号を出力することで基準値再設定処理が正常
に完了していないことをメイン制御ＣＰＵ６０ａに認識させ得るようにしている。なお、
磁気検出センサ１３０が再設定エラー信号を出力する契機となる磁気検出の最大値と最小
値との幅としては、任意に設定し得るが、余りに小さくし過ぎると正常な磁界の変動によ
っても初期値設定が正常に完了されず、また当該幅を余りに大きくし過ぎると不正な磁界
の変動が生じても磁気検出センサ１３０が検出し得なくなる。そこで、例えば磁気検出セ
ンサ１３０から１０ｃｍの距離に配置した表面磁束４３０ｍＴの標準磁石を当該センサ１
３０から１５ｃｍ離間する方向に移動させた際に検出される磁気検出センサ１３０の検出
値の変動幅を、再設定エラー信号を出力するか否かの判定値とすることが好適である。ま
た、基準値再設定処理において検出する磁気検出の最大値が所定の値を超える場合に、メ
イン制御ＣＰＵ６０ａに対して再設定エラー信号を出力するよう構成されている。なお、
基準値再設定処理において再設定エラー信号を出力するか否かの判定値と、前述した初期
値設定処理において初期値設定エラー信号を出力するか否かの判定値とを異ならせてもよ
い。
【００６２】
　そして、基準値再設定処理が正常に完了(磁気検出基準値の再設定が完了)した場合に、
磁気検出センサ１３０が再設定完了信号をメイン制御ＣＰＵ６０ａに出力して、当該再設
定完了信号が入力されるのに伴ってメイン制御ＣＰＵ６０ａがメイン制御ＲＡＭ６０ｃの
フラグ設定エリアに再設定完了フラグとして「１」を設定するようになっている。すなわ
ち、メイン制御ＲＡＭ６０ｃの再設定完了フラグを参照することで、磁気検出基準値が再
設定されたことを識別し得るようになっている。
【００６３】
　また、基準値再設定処理が不正常に完了した場合(再設定エラー信号が出力された場合)
に、磁気検出センサ１３０が再設定エラー信号をメイン制御ＣＰＵ６０ａに出力して、当
該再設定エラー信号が入力されるのに伴ってメイン制御ＣＰＵ６０ａがメイン制御ＲＡＭ
６０ｃのフラグ設定エリアに再設定エラーフラグとして「１」を設定するようになってい
る。すなわち、メイン制御ＲＡＭ６０ｃの再設定エラーフラグを参照することで、基準値
再設定処理で異常が発生したことをメイン制御ＣＰＵ６０ａが識別し得るようになってい
る。ここで、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、基準値補正処理後の適宜のタイミングにおいて
センサ確認処理を実行するよう構成されており、基準値再設定処理が正常に完了していな
い場合には、当該センサ確認処理においてメイン制御ＣＰＵ６０ａがエラー報知処理を行
うようになっている。このように、センサ確認処理は、パチンコ機１０に対する電源投入
時だけでなく、磁気検出センサ１３０が磁気検出基準値を設定または再設定する処理後の
タイミングで実行されるよう構成されている。すなわち、基準値再設定処理が不正常に完
了した場合には、メイン制御ＣＰＵ６０ａから統括制御ＣＰＵ６５ａに対して再設定エラ
ー信号を出力し、磁気検出センサ１３０の再設定で異常が生じたことを報知する内容を図
柄表示装置１７に表示させると共に、ランプ装置１０５の発光や、スピーカ１０６からの
効果音出力により再設定で異常が生じたことを報知するようになっている。また、メイン
制御ＣＰＵ６０ａは、再設定エラー信号をホールコンピュータＨＣに送信するよう構成さ
れており、ホールコンピュータＨＣを通じて磁気検出センサ１３０の再設定に異常が生じ
たことを報知し得るようになっている。
【００６４】
(センサ側磁気検出処理)
　次に、磁気検出センサ１３０で行われるセンサ側磁気検出処理について説明する。図６
に示すように、パチンコ機１０への電源投入後に前述した初期値設定処理および１回目の
センサ補正信号が完了すると、磁気検出センサ１３０は磁気検出が可能な待機状態となり
、センサ部１３１により検出される検出値の変動幅が所定の検出閾値を超えたか否かの判
定(すなわち不正な磁気を検出したか否かの判定)が所定の周期毎(例えば２０ミリ秒毎)に
処理回路部１３２において繰り返し行われる(ステップ３０１)。そして、センサ部１３１
により検出される検出値の変動幅が所定の検出閾値を超えた場合には、各枠１１,１２,１
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３が相互に相対的に閉鎖されているか否かを磁気検出センサ１３０(処理回路部１３２)が
判定する(ステップ３０２)。
【００６５】
　ここで、実施例のパチンコ機１０では、各枠１１,１２,１３が相互に相対的に閉鎖され
ていることを示す閉鎖信号が前記開放検出センサ１１２からメイン制御ＣＰＵ６０ａに入
力された際に、磁気検出センサ１３０に対して閉鎖信号をメイン制御ＣＰＵ６０ａが出力
すると共に、各枠１１,１２,１３の何れかが相対的に開放されていることを示す開放信号
が開放検出センサ１１２からメイン制御ＣＰＵ６０ａに入力された際に、磁気検出センサ
１３０に対して開放信号をメイン制御ＣＰＵ６０ａが出力するよう構成されている。そし
て、メイン制御ＣＰＵ６０ａから閉鎖信号が磁気検出センサ１３０に入力された際には、
当該磁気検出センサ１３０が備えるセンサ記憶部１３４のフラグ設定エリアに閉鎖状態を
示す閉鎖フラグが設定されると共に、メイン制御ＣＰＵ６０ａから開放信号が磁気検出セ
ンサ１３０に入力された際には、当該磁気検出センサ１３０が備えるセンサ記憶部１３４
のフラグ設定エリアに開放状態を示す開放フラグが設定されるようになっている。すなわ
ち、実施例の磁気検出センサ１３０は、センサ部１３１により検出される検出値の変動幅
が所定の検出閾値を超えた場合に、処理回路部１３２がセンサ記憶部１３４に記憶されて
いるフラグを参照して、各枠１１,１２,１３が相互に相対的に閉鎖されているか否かを判
定する。
【００６６】
　そして、前記磁気検出センサ１３０は、各枠１１,１２,１３が相互に相対的に閉鎖され
ている場合に、メイン制御ＣＰＵ６０ａに対して磁気検出信号を出力し(ステップ３０３)
、メイン制御ＣＰＵ６０ａに対して不正な磁気を検出したことを知らせるよう構成されて
いる。一方で、前記磁気検出センサ１３０は、各枠１１,１２,１３の何れかが相対的に開
放されている場合に、磁気検出センサ１３０が磁気検出信号をメイン制御ＣＰＵ６０ａに
対して出力しないように構成されている。このように、実施例では、開放検出センサ１１
２が各枠１１,１２,１３の何れかが相対的に開放した状態を検出した状況では、磁気検出
センサ１３０が磁気検出信号の出力を停止するよう構成されている。すなわち、パチンコ
機１０において遊技が行われる過程で生じ得る遊技盤２０上の球詰まりやパチンコ球の発
射の不具合等に伴い中枠１２や前枠１３が開放された際には、磁気検出センサ１３０が磁
気検出信号の出力を停止することで、磁気検出信号の入力に伴って行われるメイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａの処理を省略できる。このとき、開放検出センサ１１２から開放信号がメイン
制御ＣＰＵ６０ａに入力されるよう構成されているから、中枠１２や前枠１３の開放に伴
う処理をメイン制御ＣＰＵ６０ａにおいて適切に行うことができる。
【００６７】
　また、実施例の磁気検出センサ１３０は、当該磁気検出センサ１３０の周囲の温度に応
じてセンサ部１３１から出力される検出値が変化するよう構成されている。具体的に、磁
気検出センサ１３０のセンサ部１３１は、温度が上昇した場合に検出値が増大するよう構
成されており、磁気検出センサ１３０の配設位置における周囲温度が基準温度(例えば６
０℃)を超えた場合に磁気検出信号を出力するよう構成されている。このように、周囲温
度が基準温度を超えた場合に磁気検出センサ１３０が磁気検出信号を出力するよう構成し
たことで、磁気検出センサ１３０を適切な温度環境下で使用することが可能となり、磁気
検出センサ１３０の誤検出を効果的に防止できる。
【００６８】
(メイン側磁気検出処理)
　次に、磁気検出センサ１３０が磁気を検出した場合にメイン制御ＣＰＵ６０ａで行われ
るメイン側磁気検出処理について説明する。図７に示すように、パチンコ機１０の起動が
完了すると、前記磁気検出センサ１３０から磁気検出信号が入力されたか否かの判定が所
定の周期毎(例えば２０ミリ秒毎)にメイン制御ＣＰＵ６０ａにおいて繰り返し行われる(
ステップ４０１)。そして、磁気検出センサ１３０から磁気検出信号が入力されると、各
枠１１,１２,１３が相互に相対的に閉鎖されているか否かをメイン制御ＣＰＵ６０ａが判
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定する(ステップ４０２)。実施例では、前記開放検出センサ１１２からの閉鎖信号および
開放信号の入力に伴ってメイン制御ＲＡＭ６０ｃのフラグ設定エリアに記憶されている開
閉状態フラグを参照して、各枠１１,１２,１３が相互に相対的に閉鎖されているか否かを
メイン制御ＣＰＵ６０ａが判定するようになっている。すなわち、メイン制御ＲＡＭ６０
ｃのフラグ設定エリアに記憶されている開閉状態フラグが「０」の場合に、各枠１１,１
２,１３が相互に相対的に閉鎖されているものとメイン制御ＣＰＵ６０ａが判定し、当該
開閉状態フラグが「１」の場合に、各枠１１,１２,１３の何れかが相対的に開放されてい
るものとメイン制御ＣＰＵ６０ａが判定するよう構成されている。
【００６９】
　そして、各枠１１,１２,１３が相互に相対的に閉鎖された状態で磁気検出センサ１３０
が磁気を検出した場合には、メイン制御ＣＰＵ６０ａが磁気検出に基づく異常報知を行う
処理を実行するよう構成されている(ステップ４０３,４０４)。具体的には、前記メイン
制御ＣＰＵ６０ａから統括制御基板６５(統括制御ＣＰＵ６５ａ)に対して磁気異常検出信
号を出力すると共に、磁気異常検出信号を受けた統括制御ＣＰＵ６５ａが表示制御基板７
０に対して磁気異常検出信号を出力して、異常な磁気を検出したことを報知する内容を図
柄表示装置１７に表示させるようになっている。また、磁気異常検出信号は、統括制御Ｃ
ＰＵ６５ａからランプ制御基板７２や音制御装置７３等に対して出力されるようになって
おり、前枠１３に備えたランプ装置１０５を遊技が行われる際の発光態様とは異なった態
様で発光させたり、遊技が行われる際の発光態様とは異なった効果音等をスピーカ１０６
から出力することで、異常な磁気を検出したことを報知するよう構成されている。このよ
うに、実施例のパチンコ機１０では、各枠１１,１２,１３が相互に相対的に閉鎖された状
態で磁気検出センサ１３０が磁気を検出した場合に、図柄表示装置１７の表示やランプ装
置１０５の発光、スピーカ１０６からの効果音等により、異常な磁気が検出されたことを
遊技店の作業者に認識させることができる。すなわち、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、磁気
検出センサ１３０からの磁気検出信号に基づいて異常を報知するか否かを決定する異常報
知決定手段としての機能を有するものである。
【００７０】
　また、実施例のパチンコ機１０では、各枠１１,１２,１３が相互に相対的に閉鎖された
状態で磁気検出センサ１３０が磁気を検出した場合に、前記操作ハンドル１６の操作レバ
ー１６ａが操作されているか否かに関わらず、前記打球発射装置１８の作動を停止させる
ようメイン制御ＣＰＵ６０ａが制御するよう構成されている。すなわち、前記打球発射装
置１８の作動を強制的に停止させることで、異常な磁気が検出された状況下で遊技が継続
されるのを防止し得るようになっている。すなわち、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、磁気検
出センサ１３０からの磁気検出信号に基づいてパチンコ機１０の動作を停止させるか否か
を決定する動作停止決定手段としての機能を有するものである。
【００７１】
　また、実施例のパチンコ機１０は、中枠１２の裏側に備えられた外部端子部(図３参照)
を介して遊技店に備えられた電算機(ホールコンピュータ)に電気的に接続されており、各
枠１１,１２,１３が相互に相対的に閉鎖された状態で磁気検出センサ１３０が磁気を検出
した場合には、メイン制御ＣＰＵ６０ａが外部端子板を介して磁気異常検出信号をホール
コンピュータに送信するよう構成されている。このように、磁気異常検出信号をホールコ
ンピュータに送信することで、パチンコ機１０で個別に行われる図柄表示装置１７やラン
プ装置１０５、スピーカ１０６等による報知とは別に、異常な磁気が検出されたことを遊
技店に認識させて、適切な対応を促すことができる。
【００７２】
　また、図７に示すように、各枠１１,１２,１３の何れかが相対的に開放されている場合
には、メイン制御ＣＰＵ６０ａは枠開放の検出に基づく異常報知を行う処理を実行するよ
うになっている(ステップ４０５,４０６)。すなわち、開放検出センサ１１２が各枠１１,
１２,１３の相対的な開放状態を検出した状態で磁気検出センサ１３０からの磁気検出信
号が入力された場合には、当該磁気検出センサ１３０の検出に基づいた異常の報知をしな
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いことをメイン制御ＣＰＵ６０ａが決定するようになっている。一方で、この場合には、
開放検出センサ１１２による開放検出に基づいた異常の報知を行うことをメイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａが決定するようになっている。具体的には、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａから統
括制御基板６５(統括制御ＣＰＵ６５ａ)に対して枠開放検出信号を出力すると共に、枠開
放検出信号を受けた統括制御ＣＰＵ６５ａが表示制御基板７０に対して枠開放検出信号を
出力して、各枠１１,１２,１３の何れかが開放していることを報知する内容を図柄表示装
置１７に表示させるようになっている。また、枠開放検出信号は、統括制御ＣＰＵ６５ａ
からランプ制御基板７２や音制御装置７３等に対して出力されるようになっており、前枠
１３に備えたランプ装置１０５を遊技が行われる際の発光態様とは異なった態様で発光さ
せたり、遊技が行われる際の発光態様とは異なった効果音等をスピーカ１０６から出力す
ることで、各枠１１,１２,１３の何れかが開放していることを報知するよう構成されてい
る。
【００７３】
　また、各枠１１,１２,１３の何れかが相対的に開放された状態で磁気検出センサ１３０
が磁気を検出した場合には、メイン制御ＣＰＵ６０ａが外部端子板を介して枠開放検出信
号をホールコンピュータに送信するよう構成されている。このとき、メイン制御ＣＰＵ６
０ａは、外部端子板を介して磁気検出センサ１３０の異常検出に基づく磁気検出信号をホ
ールコンピュータに送信しないようになっている。すなわち、開放検出センサ１１２が各
枠１１,１２,１３の相対的な開放状態を検出した状態で磁気検出センサ１３０からの磁気
検出信号が入力された場合には、当該磁気検出センサ１３０の検出に基づいた信号の外部
への出力を停止することをメイン制御ＣＰＵ６０ａが決定するようになっている。一方で
、この場合には、開放検出センサ１１２による開放検出に基づいた信号を外部へ出力する
ことをメイン制御ＣＰＵ６０ａが決定するようになっている。このように、枠開放検出信
号をホールコンピュータに送信することで、パチンコ機１０で個別に行われる図柄表示装
置１７やランプ装置１０５、スピーカ１０６等による報知とは別に、異常な磁気が検出さ
れたことを遊技店に認識させて、適切な対応を促すことができる。
【００７４】
　また、実施例のメイン制御ＣＰＵ６０ａは、磁気検出センサ１３０が磁気を検出した際
に、磁気検出領域Ｒが重複するよう設けられた複数(実施例では２つ)の磁気検出センサ１
３０が同時に磁気を検出しているか否かをメイン制御ＣＰＵ６０ａが判定するよう構成さ
れている。そして、磁気検出領域Ｒが重複するよう設けられた複数(実施例では２つ)の磁
気検出センサ１３０の一部が磁気を検出している場合には、一部の磁気検出センサ１３０
による磁気検出の連続回数をカウントし、当該一部の磁気検出センサ１３０による磁気検
出が所定の基準回数を超えて連続した場合に、メイン制御ＣＰＵ６０ａが磁気検出センサ
１３０の異常として判定するよう構成されている。前述のように、実施例では、複数の磁
気検出センサ１３０の磁気検出領域Ｒが重複する複領域に、磁気を利用した不正行為の対
象とされ易い構成体が配置されており、磁気を利用した不正行為が行われた場合には、磁
気検出領域Ｒが重複するよう複数の磁気検出センサ１３０が一度に磁気を検出する可能性
が高くなるよう構成されている。すなわち、磁気検出領域Ｒが重複するよう設けられた複
数の磁気検出センサ１３０の一部のみが磁気を検出している状態が継続している場合には
、何れかの磁気検出センサ１３０の故障や、磁気検出センサ１３０の不正な改造等が生じ
ている可能性がある。従って、一部の磁気検出センサ１３０による磁気検出が所定の基準
回数を超えて連続した場合に、メイン制御ＣＰＵ６０ａが磁気検出センサ１３０の異常と
して判定することで、磁気検出センサ１３０の点検等を促すようになっている。
【００７５】
　実施例では、一部の磁気検出センサ１３０による磁気検出が所定の基準回数を超えて連
続した場合に、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａから統括制御基板６５(統括制御ＣＰＵ６５
ａ)に対してセンサ確認信号を出力すると共に、センサ確認信号を受けた統括制御ＣＰＵ
６５ａが表示制御基板７０に対してセンサ確認信号を出力して、磁気検出センサ１３０を
確認すべきことを報知する内容を図柄表示装置１７に表示させるようになっている。更に
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、メイン制御ＣＰＵ６０ａは外部端子板を介してセンサ確認信号をホールコンピュータに
送信するよう構成されている。このように、センサ確認信号をホールコンピュータに送信
することで、パチンコ機１０で個別に行われる図柄表示装置１７による報知とは別に、磁
気検出センサ１３０を点検すべきことを遊技店に認識させて、適切な対応を促すことがで
きる。
【００７６】
(実施例の作用)
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００７７】
　実施例のパチンコ機１０では、電源基板８０に設けた電源スイッチ８１の操作等により
電源が投入されると、メイン制御ＣＰＵ６０ａによりメイン制御用電源投入処理が実行さ
れて、パチンコ機１０の初期設定状態または電力供給の遮断前の状態に復帰される。また
、電源投入に伴って磁気検出センサ１３０では初期値設定処理が実行されて、磁気検出セ
ンサ１３０がメイン制御ＣＰＵ６０ａに対して磁気検出信号を出力する基準となる前記磁
気検出基準値が設定される。この初期値設定処理において磁気検出基準値が正常に設定さ
れなかった場合には、磁気検出センサ１３０から初期値設定エラー信号がメイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａに出力され、当該初期値設定エラー信号に基づいてメイン制御ＣＰＵ６０ａがエ
ラー報知処理を行うようにしたことで、遊技店にエラーの原因となった磁石を取り除く等
の処置を促すことができ、磁気検出センサ１３０に対して正常に磁気検出基準値が設定さ
れないまま遊技に供されるのを防止することができる。
【００７８】
　また、初期値設定処理において磁気検出基準値が正常に設定された場合には、開放検出
センサ１１２が各枠１１,１２,１３の相対的な閉鎖状態を検出してパチンコ機１０が遊技
に供される状態となった場合に、当該初期値設定処理において設定された磁気検出基準値
が補正(再設定)される。すなわち、中枠１２を外枠１１に対して開放して電源基板８０に
設けた電源スイッチ８１を作業者が操作して電源を投入する場合には、初期値設定処理が
行われるタイミングでは中枠１２を外枠１１に対して開放されており、実際にパチンコ機
１０が遊技に供される磁場環境とは異なる環境で磁気検出基準値が設定されることが懸念
される。すなわち、パチンコ機１０に電源が投入された際には、各枠１１,１２,１３が閉
鎖された閉鎖状態となった時点で、磁気検出センサ１３０が磁気検出信号を出力する磁気
検出基準値を再設定することで、パチンコ機１０の設置環境に合致した適切な磁気検出精
度にすることができる。
【００７９】
　更に、電源投入時には、パチンコ機１０に備える図柄表示装置１７の起動や可動演出装
置等の動作確認、その他の初期設定動作が一度に行われるため、磁気検出センサ１３０が
検出する磁気に少なからずの影響を及ぼしているのに対し、各枠１１,１２,１３が閉鎖さ
れた閉鎖状態となった時点で、磁気検出センサ１３０が磁気検出信号を出力する磁気検出
基準値を再設定することで、初期設定動作が磁気検出センサ１３０に及ぼす影響を極力軽
減することができる。このため、電源基板８０に設けた電源スイッチ８１を作業者が操作
して電源を投入する場合に限らず、遊技店側に設置されたホールコンピュータからの制御
信号により複数のパチンコ機１０に対して一斉に電源投入する場合であっても、期値設定
処理において磁気検出基準値を設定した後に、当該磁気検出基準値を補正(再設定)するこ
とで、パチンコ機１０が遊技に供される環境により適した磁気検出精度にすることができ
る。
【００８０】
　また、実施例のパチンコ機１０では、初期値設定処理後に各枠１１,１２,１３が閉鎖さ
れた閉鎖状態とされるのに伴って、磁気検出センサ１３０がメイン制御ＣＰＵ６０ａに対
して磁気検出信号を出力する基準となる磁気検出基準値が再設定された後であっても、外
枠１１に対して中枠１２または前枠１３の何れかを開閉した際に、当該磁気検出基準値が
補正(再設定)される。ここで、遊技店において複数台のパチンコ機１０が並列して設置さ
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れた環境では、隣接したパチンコ機１０の稼働状況や、遊技店内の音響の状況、遊技店内
を往来の遊技者する多寡、あるいは遊技店外の環境等の様々な要因によって、磁気検出セ
ンサ１３０の周囲の磁場環境が遊技店の営業時間内においても電源投入時から逐次変化す
る。このため、電源投入時点で設定された磁気検出基準値を不変のものとして磁気検出す
ると、磁場環境の変化に対応できず、不正な磁気を見逃したり、反対に正常な磁気を不正
な磁気として検出する等の誤検出が生ずる原因ともなる。これに対して、実施例では、電
源が投入されてから各枠１１,１２,１３が開閉される毎に、磁気検出基準値を補正(再設
定)し直すことができるから、時間経過と共に変化する磁場環境に適した検出状態とする
ことができ、不正行為が実行されたことを効果的に検出することが可能となる。
【００８１】
　また、実施例の磁気検出センサ１３０は、周囲の温度に応じてセンサ部１３１から出力
される検出値が変化するよう構成されており、周囲温度が基準温度を超えた場合に磁気検
出信号を出力するようにしたから、磁気検出センサ１３０を適切な温度環境下で使用する
ことが可能となり、磁気検出センサ１３０の誤検出を効果的に防止できる。更に、前述の
ように、枠１１,１２,１３を開閉した際に磁気検出センサ１３０が磁気を検出する磁気検
出基準値を補正(再設定)することで、磁気検出センサ１３０の配設位置の周囲温度に適し
た磁気検出基準値に補正することができる。
【００８２】
　また、各枠１１,１２,１３が閉鎖された閉鎖状態(すなわち磁気検出センサ１３０によ
る不正な磁気の検出に適した環境)において磁気検出センサ１３０の磁気検出に伴い磁気
検出信号がメイン制御ＣＰＵ６０ａに入力された場合には、当該磁気検出信号の出力に基
づく信号(磁気異常検出信号)を、外部端子部９５を介して外部へ出力するよう構成したか
ら、不正行為が行われたことを遊技店側の情報処理端末(ホールコンピュータＨＣ)等で正
確に管理し得る。その一方で、各枠１１,１２,１３の何れかが開放されて磁気検出センサ
１３０による磁気の検出環境が変化した状態では、メイン制御ＣＰＵ６０ａが磁気検出セ
ンサ１３０からの磁気検出信号の出力に基づく信号を外部端子部９５から外部へ出力しな
いようにしたから、検出環境の変化に伴う磁気検出センサ１３０の誤検出を不正行為が行
われたものとして遊技店側の情報処理端末等で処理されるのを防止することができる。従
って、遊技に供される状態で不正な磁気を利用した不正行為が行われたか否かを的確に把
握することが可能となる。
【００８３】
　このとき、各枠１１,１２,１３の何れかが開放された状態では、開放検出センサ１１２
の検出信号に基づく信号(枠開放検出信号)を、外部端子部９５を介して外部へ出力するよ
う構成したから、枠の開放を遊技店側の情報処理端末(ホールコンピュータＨＣ)等で正確
に管理し、適切に処置することができる。そして、磁気検出センサ１３０が磁気を検出し
た場合であっても、各枠１１,１２,１３が閉鎖状態にあるか開放状態にあるかによって、
遊技店側の情報処理端末に出力される信号を変えることにより、これらの事象(磁気検出
や枠開放)の発生を区別して把握・管理し得ると共に、優先するべき事象を把握すること
ができる。そして、各枠１１,１２,１の開放に伴って磁気検出センサ１３０の検出環境が
変化した後に、各枠１１,１２,１３が閉鎖されることで、前述のように磁気検出基準値が
再設定されるから、磁気検出センサ１３０による不正な磁気の検出に適した状態を維持す
ることができる。
【００８４】
　また、各枠１１,１２,１３が閉鎖された閉鎖状態(すなわち磁気検出センサ１３０によ
る不正な磁気の検出に適した環境)において磁気検出センサ１３０の磁気検出に伴い磁気
検出信号がメイン制御ＣＰＵ６０ａに入力された場合には、当該磁気検出信号の出力に基
づいた異常報知が行われるようメイン制御ＣＰＵ６０ａからサブ制御基板(統括制御基板
６５)に磁気異常検出信号が出力されるから、不正な磁気を検出したこと(不正行為が行わ
れた可能性があること)を迅速に報知することができる。その一方で、各枠１１,１２,１
３の何れかが開放されて磁気検出センサ１３０による磁気の検出環境が変化した状態では
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、磁気検出センサ１３０の磁気検出に伴い磁気検出信号がメイン制御ＣＰＵ６０ａに入力
された場合に、当該磁気検出信号に基づいた異常報知を行わないことをメイン制御ＣＰＵ
６０ａが決定するようにしたから、検出環境の変化に伴う磁気検出センサ１３０の誤検出
に起因した異常報知が行われるのを防止することができる。従って、遊技に供される状態
で不正な磁気を利用した不正行為が行われたか否かを的確に把握することが可能となる。
【００８５】
　このとき、各枠１１,１２,１３の何れかが開放された状態では、開放検出センサ１１２
の検出信号に基づいた報知が行われるようメイン制御ＣＰＵ６０ａからサブ制御基板(統
括制御基板６５)に枠開放検出信号が出力されるから、枠の開放を迅速に報知して枠の開
放に合わせた適切な処置を促すことができる。そして、磁気検出センサ１３０が磁気を検
出した場合であっても、各枠１１,１２,１３が閉鎖状態にあるか開放状態にあるかによっ
て、報知される内容(図柄表示装置１７における表示内容や、ランプ装置１０５の発光態
様、スピーカ１０６からの効果音)を変えることにより、これらの事象(磁気検出や枠開放
)の発生を区別して把握・管理し得ると共に、優先するべき事象を把握することができる
。そして、各枠１１,１２,１３の開放に伴って磁気検出センサ１３０の検出環境が変化し
た後に、各枠１１,１２,１３が閉鎖されることで、前述のように磁気検出基準値が再設定
されるから、磁気検出センサ１３０による不正な磁気の検出に適した状態を維持すること
ができる。
【００８６】
（変更例）
　なお、本発明に係る遊技機の構成としては、前述した実施例に示したものに限らず、種
々の変更が可能である。
【００８７】
(１)　実施例では、不正検出手段(磁気検出センサ)を複数設置するよう構成したが、不正
検出手段(磁気検出センサ)を１つだけ設置するようにしてもよい。また、不正検出手段(
磁気検出センサ)の設置位置としては、遊技盤の裏側に限られるものではなく中枠や前枠
等であってもよく、遊技機において不正を検出可能な適宜位置に設置することができる。
(２)　実施例では、遊技機を電源投入状態および電源断状態に切り替える電源切替手段と
しての電源スイッチを電源基板に設けるようにしたが、中枠や前枠等に個別に設置するよ
うにしてもよい。
(３)　実施例では、外枠に対する中枠および前枠の開閉を開閉検出手段としての１つの開
放検出センサで検出するよう構成したが、外枠に対する中枠の開閉と外枠に対する前枠の
開閉とを検出する開閉検出手段を独立して備えるようにしてもよい。
(４)　実施例では、第１の基体としての外枠に対して、第２の基体としての中枠および前
枠を開閉可能に備えるよう構成したが、外枠および中枠から第１の基体を構成してもよい
。また、第２の基体としての中枠および前枠を一体化してもよい。
(５)　実施例では、不正行為が行われた際に検出値が変動するよう構成されて検出値が基
準値を超えた場合に検出信号を出力する不正検出手段として磁気を検出する磁気検出セン
サを採用した例を示したが、当該不正検出手段として電波を検出する電波センサを採用し
て本発明を適用することができる。
(６)　実施例では、電源切替手段が電源投入状態にある状態で第１の基体および第２の基
体が相対的な開放状態から閉鎖状態に変化したことを開閉検出手段が検出する毎に、不正
検出基準値(磁気検出基準値)を再設定するよう構成したが、当該開放状態から閉鎖状態に
変化したことを開閉検出手段が所定回数検出する毎に、不正検出基準値(磁気検出基準値)
を再設定するようにしてもよい。この場合でも、不正検出基準値を補正(再設定)する機会
が得られるから、時間経過と共に変化する環境に適した検出状態とすることができ、不正
行為が実行されたことを効果的に検出することが可能となる。
(７)　実施例では、周囲温度が基準温度を超えた場合に不正検出手段(磁気検出センサ)が
不正検出信号を出力するよう構成したが、不正検出手段とは別に温度検出センサを設け、
当該温度検出センサが検出する周囲温度が基準温度を超えた場合に不正検出手段(磁気検
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(８)　実施例では、第１の基体および第２の基体の相対的な開閉に伴って、制御手段(メ
イン制御ＣＰＵ)から不正検出手段(磁気検出センサ)に対して開放信号や閉鎖信号が出力
されるよう構成し、第１の基体および第２の基体の相対的な開放状態(開閉検出手段が第
１の基体および第２の基体の相対的な開放状態を検出した状態)において、不正検出手段(
磁気検出センサ)が不正検出信号の出力を停止するよう構成したが、第１の基体および第
２の基体の相対的な開放に伴って不正検出手段(磁気検出センサ)に対する電源供給を遮断
するよう構成して、不正検出信号の出力を停止するようにしてもよい。この場合は、第１
の基体および第２の基体の相対的な閉鎖に伴って不正検出手段(磁気検出センサ)に対する
電源供給が開始されるよう構成することで、不正検出手段(磁気検出センサ)の初期値設定
や不正検出基準値の補正処理を行うことができる。
(９)　また、メイン制御基板が備える機能の全部または一部をサブ制御基板が備えるよう
にしてもよく、反対にサブ制御基板が備える機能の全部または一部をメイン制御基板が備
えるようにしてもよい。そして実施例では、メイン制御基板とサブ制御基板とを分けて設
けるようにしたが、単一の制御基板とすることもできる。すなわち、メイン制御基板およ
びサブ制御基板の機能を、単一の制御基板に設けた制御手段(ＣＰＵ)が備えるようにして
もよい。更に別途制御基板を備えて、実施例のメイン制御基板やサブ制御基板が備える機
能の全部または一部を、別の制御基板に備えさせてもよい。
(１０)　実施例では、パチンコ球を遊技媒体として遊技が行われるパチンコ機を例示して
説明したが、これに限られるものではなく、アレンジボール機やピンボール機、スロット
マシン機(回胴式遊技機)等の各種遊技機を採用し得る。
　例えば、スロットマシン機(回胴式遊技機)は、前方へ開口する箱状の筐体に、当該筐体
の前方開口を塞ぐ前扉が開閉可能にヒンジ接続され、図柄が配列された複数のリール(回
転体)が前側から視認し得るように筐体内部に配設されている。そして、遊技者が所定の
開始操作手段(スタートレバー)の操作を行うことを契機にリール(回転体)が回転して図柄
が変動開始すると共に、変動ゲームの当否に関連した当否判定を行い、所定の停止操作手
段(ストップボタン)の操作を契機に、当否判定に基づく図柄停止制御を実行し、停止した
図柄の組合せによって遊技利益が付与されるように制御される遊技機である。このような
スロットマシン機では、前記筐体および前扉を第１の基体および第２の基体として採用す
ることができる。
【００８８】
　また、本願には、以下のような技術的思想が含まれている。
(Ａ)　請求項１記載の構成を含む遊技機に関し、前記開閉検出手段(112)が前記第１の基
体(11)および第２の基体(12,13)の相対的な開放状態を検出した状態では、前記不正検出
手段(130)が不正検出信号の出力を停止するよう構成されたことを要旨とする。
　このように、第１の基体および第２の基体が相対的に開放された状態で、不正検出手段
からの不正検出信号の出力を停止することで、当該不正検出信号の入力に伴って行われる
制御手段の処理を省略できる。
【符号の説明】
【００８９】
　１１　外枠(第１の基体)
　１２　中枠(第２の基体)
　１３　前枠(第２の基体)
　８１　電源スイッチ(電源切替手段)
　１１２　開放検出センサ(開閉検出手段)
　１３０　磁気検出センサ(不正検出手段)
　１３２　処理回路部(設定手段)
　９５　外部端子部(信号出力部)
　６０ａ　メイン制御ＣＰＵ(異常報知決定手段)
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